（第 2 号様式）
平成 27 年４月７日あ
神奈川県教育委員会教育長 殿
県立新羽高等学校長あ

平 成 26 年 度 学 校 評 価 実 施 報 告 書
次のとおり学校評価を実施しましたので報告します。
取組の内容

校内評価

学校目標
具体的な手立て

１ 生徒の実情 ①生徒の学習上の課題
やニーズに
を把握するととも
合わせた教
に、基礎学力の定着
育課程編成
を図るため、教科の
○ 新学習指導
系統性を重視した
要領を踏ま
教育課程の運営に
えた特色あ
取り組む。
る教育課程 ②生徒の将来設計力を
の編成
中核とした基礎
○ 環境教育・
的・汎用的な能力の
平和教育の
発達を支援するた
実践
め、個々の生徒の進
路希望等に対応し
た教育課程の編成
と丁寧な履修指導
を行う。
③修学旅行やその事
前、事後の指導を通
して、環境教育や平
和教育に取り組む。

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

①生徒の学習状況を踏
まえ、課題解決に向け
た教育課程編成を実
施できたか。

①基礎学力の充実ととも
に多様な進路選択を可
能とする履修指導の充
実を図るなど、機動的
な教育課程運営に取り
組んだ。

①平成 28 年度入学生の
教育課程の編成につい
て検討し、基礎学力の
一層の向上と発展的な
学習活動を促進する教
科編成に取り組んだ。

②生徒一人ひとりの将
来設計力の向上を図
るための履修指導が
実施できたか。

②生徒一人ひとりの将来
設計に対応した履修指導
を実施した。

②各教科・科目の内容と
進路についてより関連
付けを図る必要があ
る。

③修学旅行等を通じ、環
境教育や平和教育が
行われたか。

③修学旅行の事前・事後
の指導を通して沖縄の
風土や歴史などについ
て学習した。また、現
地では太平洋戦争当時
の話を聞き、平和の尊
さを学んだ。

③総合的な学習の時間等
を用いた事前・事後の
指導をより計画的に行
い、環境や平和に対し
て意識を高めていくこ
とが重要である。

学校関係者評価

学校評価

（学校評議員）
・選択科目も含めたカリキュラムの
検討を。

（学校評価）
①多様な進路選択が可能となるよ
う、生徒の学力や理解の度合に
応じた適切な学習指導を行うと
ともに、より適切な教育課程編
成に向けて検討を行った。
②「総合的な学習の時間」や個別
面談の機会を活用して卒業後の
進路と各科目との関連について
適切な指導がなされた。
③事前事後の指導を通じて沖縄の
歴史、環境、文化等を学びなが
ら平和の尊さを再確認させるこ
とができた。
（改善方策等）
①生徒の学力や進路希望に応じた
教育課程編成に向けてさらなる
検討を進める必要がある。
②卒業後の進路実現に向けて、適
切な履修指導が行われるよう、
継続的な取組が必要である。
③修学旅行を通じ環境や平和が生
徒にとって身近な問題となるよ
う、事前事後の指導をさらに充
実させる必要がある。

２ 基本的な生
活習慣の確
立と人間力
の育成
○ 頭髪・服
装・遅刻指
導等を通し
たルール遵
守の徹底
○ 学校行事や
部活動の自
主的な活動
の推進
○ キャリアカ
ウンセリン
グの充実
○挨拶を励行
し、活気・元
気のある体
制づくりの
推進

①モラルやマナーに
係る頭髪・服装指
導、交通安全指導等
をきめ細かく行な
うとともに、基本的
な生活習慣を見直
すという観点から、
遅刻指導を推進す
る。
②生徒会や運動部・文
化部連合委員会の
活動を活発にし、生
徒自身が企画・運
営・実施ができるよ
うに生徒の主体的
な活動を支援する。

①段階的な指導が徹底
でき、モラルやマナー
が向上したか。
①遅刻者数が減少した
か。

③部活動を活性化す
るため、各部活動の
日ごろの活動や公
式戦や発表会の予
定や結果を掲示板
を利用して広報活
動を活発にする。

③部活動紹介がさらに
充実したか。部活動加
入率が向上したか。

④コミュニケーショ
ン力向上の切り口
である「挨拶」を奨
励するため、年間２
回の「あいさつ運
動」の回数を増やす
などして、より活気
のある学校を目指
す。
⑤キャリアカウンセ
リングに係る職員
の研修会等を実施
することによって
全職員の共通理解
を促し、カウンセリ
ングマインドの意
識を高める。

④授業開始・終了時の挨
拶の励行が見られた
か。校内での挨拶がで
きたか。

②体育祭や文化祭や球
技大会、ウインターラ
イブ等の生徒会行事
が生徒の意見を尊重
しながら生徒主導で
企画・運営実施ができ
たか。

①頭髪・服装指導をきめ
細かく行うことで昨年
度よりもかなりの改善
がみられた。また、反
省文指導が浸透し、違
反をする生徒が減少し
た。
①遅刻防止指導週間を設
け、遅刻指導のテコ入
れを図ったが、期間中
の遅刻が激減し、大き
な効果があった。また、
遅刻をしないという意
識が下級生を中心に生
まれている。
②生徒会は毎週１回打ち
合わせを行い、各行事
の企画段階から委員会
とクラスとの意見交換
をしながら丁寧に準備
を行い、昨年以上に順
調に運営され盛り上が
った。
③生徒による運営と部紹
介ビデオを活用し、全
体の部紹介だけではな
く、各部の様子が分か
る部紹介であった。年
間を通じて、各部活動
の予定表ならびに結果
一覧表を集約し校内に
掲示した。
④年２回の「あいさつ運
動」において、ＰＴＡ
の協力も得られ一緒に
行った。また、多くの
部活動が担当日以外に
も積極的に運動に参
加・協力をしていた。

①指導を行う上で、教員
間に認識のばらつきが
あった。教員間で指導
のぶれがないよう、今
後も共通理解を図って
いきたい。そのための
方策として、年度初め
の「生活支援要項」の
十分な読み込み、授業
開始時における「共通
読み上げ事項」等の徹
底を図りたい。
①遅刻については上級生
になればなるほど意識
が薄れてくるという傾
向がある。来年度は１
学期より遅刻防止指導
週間を設け、意識の啓
発を図っていきたい。
②より多くの生徒が楽し
める行事にするため
に、多くのアイディア
を募ると同時に、さら
なる意見交換を行って
いきたい。
③１年生対象の部紹介の
さらなる充実と体験入
部期間を工夫してみ
る。昼の放送等で部活
動の予定や結果を定期
的に放送する。
部 活 動 の 日 を 年１ 回
ではなく、２～３回実
施し、運動部・文化部
関 係 な く 問 題 提起 し
た り し て お 互 い刺 激
し 合 え る よ う な雰 囲
気作りを試みる。

④年２回ではなく、実施
回数を増やすことがで
きるように生活支援グ
ループや生徒会役員と
計画を立てたい。

（保護者）
・教員は生徒指導に熱心に取り組ん
でいる。
・文化祭、球技大会、遠足などの学
校行事が充実している。
・部活動が活発に行われている。
・頭髪指導の基準にクラスによって
差があるのではないか。
（学校評議員）
・遅刻者数を数値で表せないか。
・校内でのみならず校外でのマナー
も向上するとさらによい。

（学校評価）
①頭髪、服装、マナーに関して、
日常の指導の成果が目に見え
て現れている。また、11 月に
行われた遅刻防止指導週間に
おいては遅刻者の数が大幅に
減少した。
②生徒の意見を取り入れた生徒
主体の運営がなされたことに
より、行事が活性化してきてお
り、昨年度に比べ保護者の満足
度も上昇している。
③部活動に関する様々なＰＲ活
動を行ったことにより、部活動
が活性化し、部活動に対する関
心が高まった。
④授業や部活動においてのみな
らず、廊下等でも挨拶する様子
が見られ、挨拶を奨励する指導
方針が浸透しつつある。
⑤一人ひとりの教員が研修会を
通じてキャリアカウンセリン
グマインドを醸成していく必
要がある。
（改善方策等）
①指導の基準に差異が出ないよ
う留意しつつ、日常の指導を継
続していくことが必要である。
②生徒と職員間の闊達な意見交
換を通じて、より自主的な生徒
会活動が行われるよう努めて
いくことが大切である。
③部活動の加入率が高まるよう、
様々な場面を捉えて部活動の
情報を発信する必要がある。
④校内においてのみならず、校外
においても気持ちの良い挨拶
やマナーが見られるよう、指導
を継続していく。
⑤実施時間や実施形態などを勘
案しつつ、より効果的な研修会
が実施できるような取組に努
める。

３ 基礎学力の
定着と学習
意欲の向上
○ 言語活動を
通した表現
力やコミュ
ニケーショ
ン能力の育
成
○ 生徒参加型
授業を活用
した教科と
しての組織
的な授業改
善を通した
基礎・基本
の知識の定
着及び汎用
的能力の育
成
○ 各教科に
おいて、共
通テストの
本格実施・
共通教材の
工夫の実践
○ 小中学校と
の連携によ
る授業研修
会の実施

①１・２年生を中心
に、長期休業中の補
習・講習や土曜学習
の実施を通じて、基
礎学力の定着や学
習習慣の確立など、
生徒自らが学習上
の課題を認識し、取
り組む姿勢を育む。
②３年生を対象に、放
課後を活用した講習
や外部講師による課
外授業等の「接続教
育プログラム」の作
成・実施を通じて、
大学等の上級学校に
おける勉学に対応で
きる学力の充実を図
る。
③「生徒による授業評
価」の結果分析を活
用し、生徒が主体的
に取り組めるよう
な生徒参加型の授
業を展開する。ま
た、各教科等の指導
において言語活動
を充実させるため、
思考・判断・表現に
係る活動を行うと
ともに、発表させる
機会を積極的に設
ける。

⑤キャリアカウンセリ
ングの実践に関して
自己チェックできた
か。

⑤参加者が少なく、研修
への参加意欲が不充分
である。自己チェック
ができたとは言えな
い。

⑤研修への参加は必須で
ある自覚を持たせること
と、全職員が参加しやす
い実施時期の検討をす
る。

①夏季休業中の補習・講
習や土曜学習が実施
できたか。

①夏季休業中を活用した
補習・講習を実施し、ま
た、土曜学習会では、学
習上の課題を抱えた生徒
に学習機会を提供した。

①講習・補習に参加する
生徒が少ないので、より
参加しやすい講座の設定
を工夫する必要がある。

②3 年生の早期進路決定
者（43 名）を対象とした
「接続教育プログラム」
を作成・実施し、進路先
に求められる学力の定着
を図った。

②3 年生の参加人数が少
なく、進路先での学びに
必要とされる学力の定着
に向けて生徒の意識を高
めていく必要がある。

②「接続教育プログラ
ム」が作成でき、展開
できたか。

③生徒参加型の授業へ ③「生徒による授業評価」
の結果を分析し、今後
の取組が行われたか。

③授業において、発表の
機会が多く設けられ
ているか。

の授業展開の改善を目
指すとともに、生徒参
加型授業の展開を図っ
た。
③授業研究週間と県立高
校教育力向上推進事業
Ver.Ⅱでの取組をリン
クさせ、ともに生徒参
加型授業の展開を図っ
た。

③「生徒による授業評価」
の結果や、日常の授業
における生徒の取組状
況などを踏まえ、生徒
参加型の授業がより効
果的に行われるよう、
継続的に取り組む必要
がある。
③「生徒による授業評
価」、授業研究週間、県
立高校教育力向上推進
事業 Ver.Ⅱでの取組を
一体のものとし、更な
る授業改善に努めてい
く必要がある。

（保護者）
・教員は熱心に授業に取り組んでい
る。

（学校評価）
①夏季休業中の補習・講習、土曜
学習会を行い、生徒の基礎力の
定着や発展的学習を図った。
②今年度より導入した「接続教育
プログラム」により、上級学校
に進学する生徒の意識改革を図
ることができた。
③授業研究週間や授業観察などの
機会を捉えて、生徒参加型の授
業展開が図られた。
④２回行われた授業研究では事前
事後の研究協議を行い、まとめ
を各教科で共有することによ
り、教科を越えた範囲で授業改
善を図った。
⑤各教科での実践により、部分的
な共通問題実施も含め、共通テ
ストへの取組がなされている。
⑥教員としての幅や見識を広め、
スキルを高めるという観点で、
他校種との連携は有意義であ
る。

④教科横断的な取組
により、組織的な授
業改善を推進し、研
究授業及びその前
後の研究協議を充
実させ、基礎・基本
の知識の定着及び
汎用的能力の育成
を図る。
⑤各教科において、共
通テストを本格的
に実施するととも
に、共通教材の工夫
を推進する。
⑥小学校・中学校との
連携において、より
効果的な交流研修
に向けた検討を行
う。
４ 自ら進路選
択するキャ
リア教育の
推進
○ ３年間を見
通した段階
的キャリア
形成の推進
○ 職業研究や
学校研究を
通した進路
開拓の意識
の向上
○ インターン
シップ等に
よる職業体
験を通した
職業観の育
成

④教科横断的な取組に
より、研究授業や研究
協議が充実したか。

④第１回の授業研究では
学年を中心とした教科
横断的な単位で授業研
究を行った。

④教科別に行う第 2 回の
授業研究とともに、組織
的、継続的な取組が必要
である。

⑤各定期テストで共通
テストが実施できた
か。共通教材が工夫で
きたか。

⑤各定期テストにおい
て、授業の進度に対応
した共通テストの実施
を促進するとともに、
評価と指導の公平性と
信頼性を高めるよう取
り組んだ。
⑥初任者を対象に校長の
直接指導の下、「小学
校・中学校他校種訪問
研修」をのべ３回行っ
た。

⑤教科の特性や授業にお
ける教科担当者の創意工
夫と定期テストの共通化
との間には依然として検
討すべき課題がある。

①総合的な学習の時間に
おける各種講話、グル
ープ体験等と通して、
かなりキャリア形成へ
の意欲・態度能力は養
われた。

①各学年毎のプログラム
を見直し、さらに、充
実するよう計画・実行
をしていく。

⑥小学校・中学校と効果
的な交流研修の検討
が行われたか。

① 生 徒 一 人 ひ と り に ①キャリア形成に必要
ふさわしいキャリ
な意欲・態度能力が身
アを形成していく
についたか。
ために「働くことの
意義」を視聴覚教材
で学習させたり、
「大学で学ぶこと
の意義」を学習させ
たり、上級学校の出
張講義の実施やオ
ープンキャンパス
への参加を勧めた
りすることでキャ
リア形成に必要な
意欲・態度・能力を
育てる。
② イ ン タ ー ン シ ッ プ ②インターンシップへ
（就業体験）への参
の参加者が増加した
加を勧めて、職業観
か。
の育成を図る。

②インターンシップへの
参加者数はやや前年度
を下回ったが、参加者
は、体験発表会への参
加等を通して職業観の
育成につながった。

⑥この研修で得た事柄が
日常の教育活動に反映さ
れるよう、初任者の不断
の努力が必要である。

②単に数の増加だけでな
く、参加者への事前事
後の指導を通して質的
な向上を目標とした
い。

（改善方策等）
①受講生が増えるような方策を講
じて、さらに発展充実させる。
②「接続教育プログラム」をさら
に推し進め、上級学校で求めら
れる学力の育成に努めることが
求められる。
③今後さらなる授業改善が図れる
よう、教科内での情報交換や、
「生徒による授業評価」の結果
分析に努める。
④研究協議で取り上げた内容や
「生徒による授業評価」の分析
結果が、授業に反映されること
が大切である。
⑤共通テストの完全実施に向けて
取組むべき課題の整理が必要で
ある。
⑥他校種との効果的な連携に向け
て必要な検討を行う。

（学校評価）
①「総合的な学習の時間」を用い
て、キャリア形成のための発達
段階に応じた適切な指導が行わ
れた。
②参加者が減少した一方で、取組
内容の深化も見られ職業観の育
成に寄与した。
③シチズンシップ教育の中の主に
消費者教育に焦点を当てた取組
を行った。
（改善方策等）
①発展充実を目指し、教育内容に
ついて更なる検討を推し進め
る。
②事前事後の指導を充実させ、参
加者の増加を図るとともに質的
な向上を図る。
③司法参加教育等の内容も適宜取
り上げ、さらに充実したものに
なるよう検討を加える。

③模擬裁判等、シチズ
ンシップ教育に係る
取組を実施する。

③学校行事等を活用し ③「総合的な学習の時間」 ③政治参加教育や、司法
参加教育に関する取組
において、「金銭教育」
たシチズンシップに
も検討、実施する。
や「ライフ・デザイン」
係る取組ができたか。
などのテーマを取り上
げた。

５ 地域との連
携･交流を
通した教育
活動の推進
○ 地域連携及
び周辺環境
を活かした
環境教育・
多文化教育
等の推進

①学校敷地（林や空き
地）や周辺地域の有
効活用について地
元の方々と一緒に
研究する。

②地域と連携した「ク
リーン運動の内容
についての意義」を
生徒職員がより深
く理解し、地元の
方々の協力を得て
積極的に参加する
よう意識の向上を
図る。
③新羽小学校の「土曜
塾」に生徒が積極的
に参加するように、
生徒会として取り
組む。
④地元小学生を招い
て「スポーツ体験教
室」を企画する。

①学校下空地（三角コー
ナー）の整備が進めら
れたか。また、敷地内
及び周辺地域の有効
活用について、情報収
集し検討が進められ
たか。
②清掃範囲や清掃方法
について地域の方々
との情報交換を行う
ことができたか。

③生徒会以外の多くの
生徒が「土曜塾」に参
加できたか。

①学校下の空き地に関し
てまで余裕がなかっ
た。

②天候に左右された回も
あったが、クラスごと
に「クリーン運動」を
年間に渡って実施し、
清掃活動に関しての意
識が高まった。

③生徒会中心で活動する
ことが多かった。

④地元小学生約４０名と
一緒に運動部の生徒た
ちと半日各種目で活動
した。小学生に指導す
④「スポーツ体験教室」
ることにより生徒の部
を実施することがで
活動に対する意識が高
きたか。
まった。

①花壇として利用する計
画を進めていきたい。

②生徒の活動範囲が広く
なり、実施時期や清掃
内容（清掃範囲やＰＴ
Ａと一緒）など、さら
に充実させていきた
い。

③４月当初に「土曜塾」
の説明を公の場で行う。
宣伝方法の工夫。
④早めに周知したり、採
用種目の選択を検討し
ながら継続して行うこ
とで、参加人数を増や
していきたい。

（保護者）
・ホームページをこまめに更新して
ほしい。
（学校評議員）
・ホームページによる情報発信を大
切に。
・小学校、中学校、高校の児童生徒
がまとまって何か取り組めるもの
がないか。
・部活動も含めた教職員の交流は図
れないか。

（学校評価）
①環境整備の視点を持ちつつ、学
校下の空き地及び周辺の有効な
利用が必要である。
②地域の方々との協力も含め、恒
例の行事として定着している。
③ボランティア部の部員を含め年
間 10 回程度の活動が見られ好
評であった。
④初めての試みであるが、近隣の
小学校から約 40 名の参加があ
り、盛況であった。
（改善方策等）
①花壇として利用するなど具体的
な計画を検討する。
②清掃範囲や清掃内容についてよ
り充実できるよう、更なる検討
が必要である。
③さらに広まるよう、生徒に対し
てのＰＲに努め、活動の輪を広
げていく。
④次年度以降も多くの参加者を迎
えてさらに充実したものになる
よう、工夫検討をする。

６ 学校運営の
効率化と事
故・不祥事
防止
○ 文書事務の
効率化
○ グループ・
学年等組織
業務効率
化・共有化
による学校
運営の円滑
化の推進
○ 事故・不祥
事ゼロの取
組の推進

①定期テストの作
成・点検及び成績処
理業務の点検等、精
度の高い業務執行
を行うため、業務要
領の改善を図る。

②学校全体に関連す
る業務について、他
グループとの連携
を図るため、情報の
共有化を綿密に行
うとともに、グルー
プ横断的な業務に
ついては、プロジェ
クトチームを弾力
的に編成するなど
して、組織的な業務
運営力を高めた業
務体制を構築する。
③リーダーとサブリ
ーダーとの連携を
密にして、グループ
メンバーの進捗状
況を充分に把握し、
円滑かつ効率的な
業務運営に努める。
④業務を計画的に進
めるともに、終了後
直ちに検証を行い、
次年度への申送事
項を記録する。
⑤各グループの業務
分担表を全リーダ
ーが共有して、連携
の端緒とする。

①定期テストの作成や
成績処理における事
故防止に向けた取組
ができたか。
②グループ横断的な教
育課題について組織
的な取組を行う体制
づくりができたか。
③グループ内で業務に
ついての情報を共有
し、効率的で円滑な業
務運営ができたか。
④リーダーとサブリー
ダーの連携が密に図
れたか。
⑤グループメンバー全
員がスムーズに業務
を進行できたか。
⑥また、次年度へのスム
ーズな業務の引き継
ぎができたか。さら
に、次年度の業務への
意欲的な展望につな
がったか。
⑦リーダー間の連携が
密に図れたか。
⑧職員間で事故・不祥事
防止の意識が高まっ
たか。

①定期テストや評価資料
の適切な処理システム
を確立するとともに、
教職員が相互に点検す
る体制を構築した。
②グループ横断的な教育
課題について議論する
場として、教育課程検
討会議を設置した。
②企画研究グループとの
連携により、キャリア
教育（総合的な学習の
時間での実践）がスム
ーズに展開できた。
③業務分担については縦
横の連携がとれ、スム
ーズに進行できた。
③話し合いを密にするこ
とが大前提だが、必要
に応じて回覧等での周
知を徹底できた。
④グループの中でのサブ
リーダーの役割が明確
化できず、システムと
して定着しなかった。
④特にサブリーダーの業
務分担は設定しなかっ
たが、適宜相談をしな
がらグループ業務全体
への目配りを指示し
た。
⑤よく進行できた。
⑥パート毎に次年度担当
者への引き継ぎを確実
に行った。
⑦ある程度できた。
⑧互いに注意し合う姿勢
ができ、意識が高まっ
た。

①成績処理支援マニュア
ルについて、各教科担
当者の作業をより分か
りやすくしていく。
②学習及び進路指導を関
連付けた取組を進める
ための組織が必要であ
る。
③各パートの業務状況を
常に観察する。こまめ
な声かけにより進捗状
況を把握するようにす
る。
③さらなる実践を展開す
べく、日頃からコミュ
ニケーションをとるよ
うにする。
④サブリーダーの位置づ
けを学校としてシステ
ム化し、グループ業務
の効率的な進行を学校
全体として図ってい
く。
④サブリーダーの分担業
務について考えていき
たい。
⑤グループ員間のコミュ
ニケーションを常に意
識して進行したい。
⑥引き継ぎの正確さが業
務進行の最重要課題で
あることを自覚させ
る。
⑦他グループの業務をよ
く観察し、適宜支援す
る姿勢を保つようにし
たい。
⑧声かけ、観察、アドバ
イスを遠慮しない。

（学校評価）
①定期テストや成績処理におい
て、チェックリストを使用し適
切に実施された。
②教育課程検討会議を設置し、新
しい教育課程の検討を行った。
③④⑤グループ業務の遂行や、グ
ループ間での意思疎通が 情報
を共有しつつ円滑に行われた。
⑥定期的に事故防止会議を開催
し、職員の意識啓発に努めた。

（改善方策等）
①事故防止の観点に立ち、マニュ
アルによる、分かりやすい業務
遂行に努める。
②今後も各教科からの意見を踏ま
え、継続的に検討を進めていく
必要がある。
③④⑤多様な課題や、緊急に検討
を要する問題に対して、迅速か
つ適切に対応できるよう、グル
ープ内、及びグループ間での連
携を密に図る必要がある。
⑥引き続き事故防止会議等の機会
を捉え、県民の信頼回復に向け
た取組を行う必要がある。

⑥時宜を得た事故防
止会議や不祥事防
止研修会を設け、事
故防止に日々取り
組む。

⑥事故防止・不祥事防止
日直の実施により、注
意が喚起され、一人ひ
とりが事故防止につい
て考えることができ
た。
また、8 回の事故不祥
事防止研修会（内 2 回
は外部講師によるも
の）を実施し、より具
体的な事例について学
ぶことで、事故防止に
向けての意識改善をす
すめることができた。

⑥職員により一層の意識
改善を求め、事故不祥
事が起こらない環境を
整えることができるよ
う、今後も計画的に研
修会を開催するととも
に、その内容の充実を
はかる。

