平成 30 年度

学校評価報告書（実施結果）定時制の課程

４年間の目標

取 組 の 内 容

視点
①

２

３

４

５

教育課程
学習指導

生徒指導・
支援

進路指導・
支援

教科 指導 にお い
ては、基礎基本を
定着させることは
もちろんのこと、
「上級学校におい
て役立つ学力」
「社会の中で自ら
生きていくために
必要な学力」「学
び直しとしての学
力」の定着を図
る。
② 「学 びの 場」 と
しての定時制高校
の意義を再確認さ
せ、生徒一人ひと
りが主体的に授業
に参加する授業づ
くりを実践する。

学校関係者評価

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

（２月 28 日実施）

成果と課題

改善方策等

① 定時制生徒の多様な状況に
応じたきめ細かい指導のため
に GWPW*等の工夫改善を行うと
ともに、インクルーシブ教育
の視点を取り入れた学習指導
の充実を図る。また、新学習
指導要領の趣旨を踏まえた、
教育課程の確立を図る。
② 指導主事を招いた研究授業
等を実施し、組織的な授業改
善に取り組み、職員のスキル
アップを図る。
③ 関係するグループと連携
し、授業規律を徹底させ、よ
りよい学習環境を継続して整
備する。
＊ ： GWPW (Group Work Pair
Work）

①

言語に関する能力
の育成を 図る上で必
要な言語環境を整
え、生徒 の言語活動
を充実す ることがで
きたか。 また、イン
クルーシ ブ教育の視
点を取り 入れた学習
指導に関 しての充実
を図るこ とができた
か。
② 組織的な授業改善
の取組が 深められた
か。
③ 生徒自らが受信し
て考え、 発信する場
の設定ができたか。

① 各教科とも授業改善の一環として GWPW
等の工夫改善を行い、生徒の言語活動の充
実を図った。
また、多様な生徒に対しての学習指導や
授業改善に向けて、話し合い等の機会を設
けた。
② 授業改善に向けた取り組みのテーマを『学
びあいを通した「そうか！わかった！深まっ
た！」につながる授業』とし、様々な工夫改
善を行うとともに、指導主事や他校からも参
観者を招き、研究授業及び研修会を実施
し、組織的な授業改善の取り組みが深めら
れた。
③ 生徒自ら受信して考え、発信する場の設
定として総合的な学習の時間等において、
発表の場の充実を図った。全体発表の場と
して、活動成果発表会も行った。

① 多様な生徒に対しての指導の更な
る充実と共に、特に基礎基本の学び
直しが必要と考える。
② 多様な生徒の状況に応じた細かい
指導のために、カリキュラム等の改善
や学校全体で授業改善に向けた研
修を工夫していく必要がある。
③ HR 活動や総合的な学習の時間等
の授業と共に、日ごろから生徒の主
体性を育む取組を通し、生徒自らが
受信して考え、発信する場を増やす
必要がある。

・本校の中には実際に支援が
必要な生徒がどれくらい在籍
してどのような支援を受けて
いるかが分かってよかった。
・活動成果発表会では、しっか
りと生徒が自身の言葉でプレ
ゼンテーションを行っており、
日頃のご指導と生徒の努力
に感動した。

・生徒による授業評価（１１月
実施）においては肯定的な回
答が 90％を超えており、教職
員の授業研究や授業改善の
成果が現れている。しかし、
中学校時代に不登校や学習
につまずいた経験のある生
徒が多く在籍しており、高等
学校の授業を意欲的に取組
むための基礎学力の定着が
必要である。

・基礎学力の定着と学習習慣の
確立をめざし、すべての生徒が
毎日コツコツ取組む「学びなお
し」の時間を設定し、学びなお
しを充実させる。

具体的な方策
① 単位制システ
ムを活用した多
様な生徒のニー
ズに応える教育
課程の確立を目
指す。
② 生徒一人ひと
りが主体的に授
業に参加する授
業づくりを実践
し、主体的・対
話的で深い学び
の視点を踏まえ
た基礎基本の充
実を図るととも
に学習習慣の確
立を目指す。

総合評価（３月 14 日実施）

①

一人 ひと りの 生
徒理解に基づく生
徒指導や教育相談
体制を充実させ、
希望をもって学べ
る学校づくりを進
める。
② すべ ての 教育 活
動を通して道徳教
育を推進し、道徳
的心情と道徳的判
断力を育む。

①

安心安全な学
習環境を継続さ
せるとともに、
教育相談体制を
充実させ、生徒
一人ひとりの学
校生活をきめ細
かく支援する。
② 教科活動や学
校行事、特別活
動などを通じ
て、規範意識を
高め、自律の態
度を育成する。

① 校内巡回を徹底し、問題行
動の早期発見、未然防止に努
め、迅速な対応のできる体制
を整備する。
② 様々な問題を抱える生徒に
寄り添う教育相談体制を整備
するため、他グループ、年次
団との連携を図る。
③ 各活動におけるルールの徹
底を図り、学期末等の全校集
会において、生徒一人ひとり
に自己評価させる機会を設定
する。

①

校内巡回を徹底
し、問題 行動を早期
発見、未 然防止に努
め、迅速 な対応がで
きたか。
② 生徒に寄り添う教
育相談体制を整備
し、他グ ループ、年
次団と連 携を図れた
か。
③ ルールの徹底を図
り、生徒 一人ひとり
に自己評 価させる機
会を設定できたか。

① 校内巡回を毎時間実施し、問題行動の未
然防止ができた。年間を通じて、落ち着いた
環境を維持することができた。
② 教育相談コーディネーターを中心に、情報
共有を行い、生徒の状況に応じた体制を整
備し、年次団と連携を図り、丁寧な対応をす
ることができた。
③ 携帯電話等の使用に関するルールの徹底
を図り、生徒一人ひとりに学校行事において
２回自己評価を実施できた。自らの行動を
振り返る機会とすることができた。

① 今後も落ち着いた環境が維持でき
るよう、職員集団の結束力を更に強
めていきたい。
② 様々な問題を抱える生徒が問題を
克服しながら、卒業後のビジョンを描
いていけるようキャリア教育の観点を
踏まえた指導体制を構築していきた
い。
③ 授業中における桂帯電話等の使用
に関するルールの徹底を職員一丸と
なって行うため、掲示物などを作成し
て、指導目標を見える化していきた
い。

・携帯電話やスマートフォンに
ついては使用ルールの徹底
はもちろん大切であるが、そ
れ以前の問題が出てきてい
る。SNS の不適正動画などマ
ナーの部分も学校で教える
必要がある。改めて根本的な
部分の指導も強化する必要
があるのではないか。
・大学では不正行為のほとん
どがスマホによるものである。
規範意識の醸成が急務とな
っている。

・校内巡回により問題行動の
未然防止に繋がり、安心安全
な学習環境の維持ができた。
ルールの徹底を図り、生徒自
身が行動を振り返る機会を設
定できた。今後の課題とし
て、道徳的な観点からのアプ
ローチも念頭に取組を進めた
い。

・生徒から標語などを募集し、生
徒が自ら提案し、行動できる環
境を整備することで、自分の事
として取組めるようにしていきた
い。

①

①

① 生徒の職業観の育成に努
め、年次団と連携しながら、
就職活動サポート、進学支
援、シチズンシップ教育及び
道徳教育の充実を図り、生徒
一人ひとりが希望する進路実
現を支援する。
② 生徒一人ひとりのニーズに
対応した就業支援としてハロ
ーワーク及び地域の企業との
連携を図る。

① 生徒の職業観を育
成し、キ ャリア教育
を充実さ せることに
よって、 希望する進
路実現ができたか。
② 生徒一人ひとりの
ニーズに 対応した就
業支援と してハロー
ワーク及 び地域の企
業と連携できたか。

① 生徒の職業観の育成のため、上級学校
出前授業や１日カレッジ体験を実施し、生徒
個々のニーズに応える進路体験を行った。
また、生徒一人ひとりが希望する進路実
現の支援のため、就職希望者や進学希望
者を対象に、年次団と連携し、履歴書やエ
ントリーシート・面接指導を実施した。
② 生徒一人ひとりのニーズに対応した就
業支援としてハローワーク等との連携し、
「産業社会と人間」や「総合的な学習の時
間」において、就労観を養う丁寧な指導がで
きた。

① 今後も上級学校出前授業や１日カ
レッジ体験を実施し、早い時期から職
業観の育成に取り組んで行きたい。
また、年次団と連携し、生徒への丁寧
な指導を継続していきたい。
② 今後も生徒一人ひとりのニーズに
対応した就業支援を継続して実施し
ていきたい。また、ハローワークおよ
び地域の企業と連携を今後も継続し
て図りたい。

・生徒の進路意識を高めるた
め、日頃から個別に対応して
いただき、キャリア教育の充
実に努めていただいているこ
とに感謝している。

・生徒の職業観の育成に取組
み、生徒一人ひとりの進路意
識を高めることができた。
生徒の進路実現のため、必
要なサポート体制を構築し、
適切な支援を行った。
今年度は、卒業後の進路未
定者は、昨年度より少ない
が、依然として、卒業生の３分
の１程度いることが課題であ
る。

・卒業後の進路未定者の減少の
ために、グループ、年次団と連
携し、生徒一人ひとりに丁寧な
指導を継続していく。また、ハロ
ーワークおよび地域の企業と連
携し、早い時期から職業観の育
成に取り組んで行きたい。

キャ リア 教育 の
一環として、道徳
教育との関連性を
もって、すべての
教育活動におい
て、生徒一人ひと
りが社会的・職業
的自立に向けて必
要な基盤となる能
力や態度を育て
る。

生徒一人ひと
りのキャリア教
育の充実を目指
し、それぞれが
希望する進路実
現を支援する。

①

①

地域及び学校
間の連携を強化
し、開かれた学
校づくりを推進
する。

①

学校、家庭、地域と連携し
た教育活動、開かれた学校づ
くり、学校説明会、ホームペ
ージ等を広く活用した学校広
報活動の推進を図る。
② コミュニティスクール指定
校として特色ある教育活動を
推進する。

①

地域や外部機関と
の連携を 図り、学校
周辺の環 境整備事業
やその活 動状況につ
いて徹底できたか。
② コミュニティスク
ールの意 見を活用で
きたか。

① 清掃活動等地域との連携をはかり、学校
周辺の環境整備事業はできた。
② 後援会からの保護者どうしの連携を密にす
るため１月に会合を持ち意見交換できた。

① 地域以外の外部機関との連携につ
いては、更なる連携について今後も
検討していきたい。
② 来年度以降も引き続き連携の強化
に向けて年度当初に計画していきた
い。

・地域との協働が徐々にでは
あるが進化しているのではな
いか。
・今後は防災関係で連絡等と
れる機会があればよいと考え
ている。

・継続した取組により、近隣住
民の方に評価される機会が
増えた一方で、生徒が近隣
住民の敷地で非行行為を行
うなど、迷惑をかけていること
も未だにある。

・本校の課題は状況をできる限り
共有するとともに、防災や協働
作業を通じた教育活動の参画
などにより、本校がここにあって
よかった、と思って頂ける取組を
充実させる。

①

① 安全・安心で
信頼される学校づ
くりを推進する。
② 生徒、保護者
と職員の信頼関係
のもと、充実した
式典等の学校行事
に取り組む。

① 防犯・防災体制の構築、防
災教育の徹底により、学校防
災力の向上を図る。
② 関係グループと連携し、ホ
ームページ等で緊急時の情報
発信体制の確立を図る。
③ 教職員の実践的指導力の向
上により生徒自らが考え、主
体的に式典等学校行事に取り
組ませる姿勢づくりを図る。

①

① 2 回の防災学習・避難訓練では夜間停電
体験や喫食体験、発電機等の防災機器の
訓練によって、生徒・教員とも意識の向上が
図れた。
② 緊急時の基本データ書式の見直しを行っ
た、来年度より実施する。
③ 学校説明会等でも生徒会を中心として生
徒が積極的に参加した。

① 地域との防災対策については更な
る検討を継続して図りたい。
② 災害時の学校残留予定生徒が約１
００名（35％）おり生徒の安全確保に
ついての指導体制を構築していきた
い。
③ 生徒会以外の生徒の参加者が出る
よう指導したい。

・学校管理・学校運営の観点
からの「まち comi メール」の
活用については是非お願い
したい。
・定時制は後援会の活動を充
実させていきたい。
・防災意識を近年高めなけれ
ばならない中で、共助のほう
も教えて欲しい。

・夜間定時制ならではの被災
を想定した防災訓練を充実し
てきた。
・保護者との連絡体制を整備
することが喫緊の課題であ
る。

・保護者に「まち comi メール」の
登録を行うことの理解を求め、
保護者全員との連絡手段を構
築し、防災のみならず保護者と
の連携に活用する。
・風通しのよい職場環境による未
然防止と早期発見に努めること
で、教職員の事故・不祥事防止
に取組む。

家庭 や地 域の 教
育力の活用と関連
行政機関との連携
を一層充実させ、
教育力の向上を図
る。

地域等との
協働

学校管理
学校運営

校 内 評 価

１年間の目標
（平成 28 年度策定）

１

神奈川県立神奈川総合産業高等学校

学校 防災 力の 向
上を図り、自らの
いのちを守る防災
教育を実践する。
② 不祥 事防 止を 徹
底するとともに、
教職員の課題解決
能力を一層向上さ
せる。

防災学習会や夜間
停電体験 や、地域と
防災対策 について連
携を強化できたか。
② 緊急時の対応を整
備できたか。
③ 生徒が主体的に運
営に携わ った学校行
事を実施できたか。

