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内 評 価
課題・改善方策等

学校関係者評価
（３月６‣11日実施）

総合評価（３月20日実施）
成果と課題
改善方策等

生徒の学力向上
と希望進路を保
障する教育課程
編成と授業改善
に取り組む。

①教育課程の
充実と改善を
推進する。
②組織的な授
業改善を進
め、生徒の学
力向上と家庭
学習の習慣を
定着させる。

①平成30年度実施の教育
課程において、授業時間
数の充実など授業の量を
確保する。
②各教科でアクティブラ
ーニングの視点（対話
的・主体的で深い学び）
にたった授業を充実させ
る。
②近隣小中学校との相互
授業見学を行う。
②各教科で外部テスト等
の結果を分析し、課題の
共通理解のもと授業改善
を行う。
②計画的な小テスト及び
課題を実施し、家庭学習
の習慣を定着させる。

①授業の量を確保す
る教育課程を編成す
ることができたか。
②各教科研究授業を
実施するとともに、
授業改善研究が定期
的・継続的に実施で
きたか。
②近隣小中学校への
授業見学者を増やす
ことができたか。
②生徒による授業評
価結果に向上が見ら
れたか。
②生徒の平均家庭学
習時間を増加させる
ことができたか。

①教育課程を見直し１単
位35時間を確保できた。
②各教科研究授業を行う
とともに講師を招きアク
ティブラーニングの視点
の授業について研修し
た。
②近隣小中学校との相互
授業見学を行った。
②第２回の生徒による授
業評価の主体的な学びの
項目において教科平均3pt
向上が見られた。
②２学年において家庭学
習の時間が約10分増加し
た。

①さらに新たな行事等
の計画を進めていく。
②授業研究を深めるた
めに授業研究期間の日
程の幅を広げる。
②家庭学習時間が下級
生ほど少ないので各教
科でさらに家庭学習の
習慣を定着させる工夫
を考えていく。
②進路が決定した後の
学習時間を定着させた
い。

＜学校評議員＞
・授業が一番で、授業改善をど
う進めていくか大事である。
・授業評価で評価のよい取組が
他教科にも反映できるとよい。
・授業の満足度が上昇している
のは、先生方の努力の成果であ
り素晴らしい。
・自習できる場があるとよい。
＜保護者＞
・家庭での学習が身につき、部
活動と両立を果たしていた。
・小中学校との連携は広報誌で
も紹介されておりとてもよい。
・家庭学習については生徒の意
識が上がるような働きかけを工
夫してもらいたい。

①授業時間数を確保する
ことができた。新学習指
導要領導入に向けて高大
接続改革等を踏まえなが
ら、研究を進めていく必
要がある。
②外部講師による研修
や、近隣の小中学校との
相互授業見学等を通じて
教員の指導力の向上を図
り、生徒による授業評価
で分かり易い授業の項目
が平均2pt上昇した。
家庭学習時間は１年生で
入学当初から減少してい
た。

①地域・家庭との連携・
協働により社会に開かれ
た教育課程を実現する体
制づくりと、カリキュラ
ム・マネジメントの推進
を図る。
②校内研修や授業互見週
間、小中学校との相互授
業見学等をさらに充実さ
せ、学校全体で主体的・
対話的で深い学びの視点
からの教育課程の質的改
善を図る。また、１年生
後半からの学習に対する
意識改革に取り組む。

①生徒の主体的
な活動による学
校行事や生徒会
活動等を通し、
生徒がお互いを
尊重し、協働す
る姿勢を身に付
けさせる。
②生徒の多様性
を踏まえた支援
体制の充実を図
る。

①学校行事の
企画･運営を通
して、生徒の
主体性、責任
感、連帯感を
向上させる。
②支援教育に
ついての理解
を深め、日々
の指導･支援の
質を向上させ
る。

①行事の目的を明確に
するとともに教職員・
生徒が相互にその目的
を意識化することで行
事を企画・運営する。
②教育相談チームが中
心になり、研修等を含
めた教育相談年間指導
計画を作成し、実践し
ていく。

①それぞれの行事の
目的が達成され、高
い満足度が得られた
か。
②教育相談チームに
よる啓発やスクール
カウンセラーやスク
ールソーシャルワー
カーとの連携等、教
育相談に関する組織
的対応が進んだか。

①生徒会役員との話し合
いを行い、各行事におい
て生徒主体の計画を立て
運営することができた。
社会見学や修学旅行にお
いて、総合的な学習の時
間を通じて、「事前調
査」と「振り返り」によ
って十分な成果を得られ
た。
②問題を抱えた生徒が発
生した際にケース会議等
を行うなど教育相談チー
ムが中心となり、きめ細
やかに対応することがで
きた。

①生徒の規範意識をさ
らに高めたい。
生徒がさらに意欲的に
行事に参加できるよう
に、目的を明確にして
魅力ある行事になるよ
うに時間を確保する。
②問題を抱えた生徒が
増加し担任の負担が増
している。教員の対応
力の向上を図り、学校
全体の生徒支援体制を
再構築するとともに、
鎌倉養護学校分教室等
外部からの支援につい
て早急に検討する必要
がある。

＜学校評議員＞
・自転車の乗車マナーが悪いと
自治会や小学校PTAでも話題にな
り苦情も寄せられている。
・交通安全教育を授業の中に取
り入れるなど指導を徹底すると
ともに各家庭での指導も必要で
ある。
・道路の整備や標識の設置等学
校とPTAと地域が一体になり、行
政に要望を出すべきである。
＜保護者＞
・自転車の乗車マナーの向上の
ために、疑似体験、ＶＲ、スケ
アードストレイトなど経験でき
るとよい。
・生徒は潜在能力を沢山持って
いるので、金井祭等の行事を生
徒で仕切らせるなど力を発揮さ
せてほしい。
・スクールカウンセラーとの連
携ができていた。

①生徒の主体性の向上に
ついては、一定の成果を
挙げることができた。部
活動の部員を含め、規範
意識の低い生徒がおり引
き続き指導を行う必要が
ある。特に、自転車の運
転マナー等交通安全指導
は強化する必要がある。
②教育相談チームを中心
とした生徒の支援体制が
機能し、成果を挙げてい
る。
問題を抱えた生徒が増え
ていく中で、担任個人の
負担が増すことがないよ
うにする必要がある。

①新たな行事や制服の検
討などに生徒が主体的に
参画できるような体制を
構築し、主体的な学びを
促し行事の目的を共有し
て取り組めるように行事
の全体計画と指導計画を
作成する。全校集会や日
常の声かけ等を通して規
範意識の高揚を図る。交
通安全教育に関する学年
ごとの指導目標等を定め
た年間計画を作成し計画
的に推進する。
②教育相談コーディネー
ターを中心に、スクール
カウンセラー、スクール
ソーシャルワーカーと連
携を図るとともに、特別
支援学校（鎌倉養護学校
分教室）のセンター的機
能を活用しながら、さら
に充実した生徒支援体制
を構築する。

教育課程
学習指導

生徒指導
・支援

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

３

４

５

卒業10年後の未
来像の実現に向
け、生徒の主体
的な進路選択を
支援する体制の
充実を図る。

①希望進路を
具体的に持た
せその実現の
ために家庭学
習を習慣化さ
せる。
②一般受験に
よる進学率を
向上させる。

①キャリア支援グルー
プと学習支援グルー
プ、学年が定期的に会
合 を持 つ。 1， 2年 生に
自 ら の 10 年 後 の 未 来 像
を描かせ、それにつな
がる卒業後すぐの進路
先を可視化させる。
②進路講習・補習を充
実させる。
②安易に推薦受験に流
れることのないよう指
導を行い、一般受験を
目指す生徒を増やす。

①関係グループと学
年の会合を定期的に
開催できたか。生徒
個々に自分のキャリ
ア計画を可視化させ
られたか。
②前年度に比して一
般受験の割合が増え
たか。
②志望する大学等へ
の希望進路が実現し
たか。

①総合的な学習の時間等
において長期的な目標を
立てたうえで、その実現
に向けた短期的な目標を
考えさせた。
②一般受験の割合は昨年
並みであった。
②41期生の４月時点の進
路希望者の内訳は四大
303 、 短 大 16 、 専 門 学 校
33、就職1であったが、３
月末時点の進路決定者の
内 訳 は 、 順 に 240 、 19 、
58、0、進学予定・その他
35となり課題が残った。

①可視化をするため活
動の記録の蓄積方法の
改善を図る。
②卒業10年後の未来像
を明確にする指導の工
夫が必要である。
②推薦入試やAO入試で
進路を決定する生徒が
増加しているため、一
般受験を促すための時
期やその方法等につい
て検討する必要があ
る。
②次年度３年生に合格
体験等を伝える。

＜学校評議員＞
・安易に推薦に流れないように
する方向性はよい。
・高大接続改革の流れと授業の
在り方は完全にリンクさせなけ
ればならず、そこが今後問われ
てくる。
＜保護者＞
・今後受験が大きく変わるの
で、大学受験後の自分の目標を
見据えた進路選択ができるよう
に指導してもらいたい。
・単純に受験指導だけでなく、
将来の仕事や社会背景を見据え
たうえでの職業の方向性、進学
の方向性が決められるように支
援してほしい。

①総合的な学習の時間を
中心に、生徒のキャリア
諸能力の向上を図り一定
の成果を挙げることがで
きた。
「基礎的・汎用的能力」
の到達目標を定め、い
つ・どのように育んでい
くのか、系統だったキャ
リア教育を推進していく
必要がある。
②一般受験による受験者
数は増加しているが、合
格率は低下している。

①学年間の連携を図りな
がら、育成しようとする
能力の到達目標を常に確
認し、計画・実践・評
価・改善を繰り返しなが
ら取り組む。
②学習に対する基本的な
姿勢の指導に努める。
家庭での学習を自己管理
できるように、引き続き
小テストや課題等の出し
方の工夫を行う。
新学習指導要領や高大接
続改革を踏まえた不断の
授業改善に取り組む。

地域や保護者と
の連携を推進
し、開かれた学
校づくりを進め
る。

近隣の小中学
校や企業及び
自治会等との
連携の機会、
内容を充実さ
せ、地域との
相互理解、相
互支援を進め
る。

①地域防災訓練等地域
の行事に関係グループ
及び生徒が継続的に参
加する。
②住友電工との連携
を、キャリア学習、あ
いさつ運動、防災訓練
等を通じて深める。

①地域防災訓練等地
域の行事に昨年度を
上回る参加があった
か。
②住友電工との連携
による学校行事を複
数回実施できたか。

①９月の地域防災訓練に
７名参加し昨年より５名
増加した。
②地域を知るフィールド
ワークで工場内の見学と
キャリアガイダンスを受
けることができた。挨拶
運動も継続的に行えた。

①学校と地域が一体と
なった防災を目指して
各種訓練に相互に参加
できるような訓練の在
り方を検討する。
②コミュニティ・スク
ールを通じて新たな連
携や相互支援の在り方
を検討する。

＜学校評議員＞
・地域の防災訓練に積極的に参
加してもらいたい。
＜保護者＞
・住友電工や田谷の洞窟など地
域との連携は大変よいので今後
も継続することを望む。
・近隣小中学校に対する部活動
体験などを開催し学校をアピー
ルしてもらいたい。

①ＤＩＧの実施や、地域
防災訓練への参加を通じ
て地域を意識した防災教
育を行うことができた。
防災訓練の目標を周知
し、生徒の防災意識の高
揚を図る必要がある。
②住友電工と各種連携を
図ることができた。あい
さつ運動や授業での連携
が行えるとよい。

①地域の防災訓練に計画
段階から参加するなど、
地域と連携した防災訓練
をさらに充実させる。
②企業の持つ知的財産
や、横浜市登録地域史跡
「田谷の洞窟」など地域
の特色を学校教育に生か
せるような新たな連携を
構築する。

安全・安心な学
校づくりを推進
する。

①老朽化や危
険箇所への対
応を行う。
②実践的な防
災 訓 練 を 行
う。
③事故、不祥
事の未然防止
を徹底する。

①修繕、補修を要する
箇所を具体的に把握
し、対応を進める。
②ＤＩＧを生徒向けに
実施し地域連携の重要
性に注意喚起させる。
避難訓練を地震で実際
に一部崩壊した想定下
で実施する。
③全ての業務において
事故、不祥事未然防止
を徹底する。

①教育環境に対する
生徒や保護者の評価
は高まったか。
②生徒及び職員の防
災に対する意識は向
上したか。
③事故、不祥事ゼロ
を達成できたか。

①修繕・補修を計画的に
行うことができた。
②初めて実施したＤＩＧ
は、約８割の生徒が周辺
の危険箇所を認識し、生
徒の意識を高めることが
できた。第２回防災避難
訓練では、約９割の生徒
の防災意識を高めること
ができた。
③事故・不祥事防止会議
や研修会等を通じて事故
防止意識を高めることが
できたが、連携が不十分
な事例が発生した。

①関連部署が連携を図
りながら、引き続き計
画的に修繕・補修を行
う。
②訓練の実施時期や内
容について検討する必
要がある。防災訓練の
目標等を定めた年間計
画を作成し計画的に実
施する必要がある。
②訓練にさらに意欲的
に取り組めるように、
参加者に訓練目標・内
容を周知徹底する必要
がある。
③事故・不祥事防止の
ために、各種点検マニ
ュアルを見直すととも
に、一人ひとりの事故
防止意識をさらに高め
る必要がある。

＜学校評議員＞
・ＰＤＣＡのプロセスを踏まえ
て学校評価を行っており、とて
も良いことである。
・地域では「訓練ではない」
「避難者はお客ではない」とい
うことを念頭に置いて取り組ん
でおり、学校でも積極的な防災
訓練をお願いしたい。
・ＤＩＧの実施はとてもよい。
＜保護者＞
・修繕が必要な箇所について
は、速やかに修繕されている。
・保護者もＤＩＧを体験した
い。
・ＳＮＳやスマホが使えなくな
った時などにどのような行動を
とればいいのか知恵を養う必要
がある。
・引き続き事故・不祥事防止の
徹底をお願いしたい。

①修繕・補修について
は、計画的に進めること
ができた。
事故・不祥事防止会議を
職員会議の冒頭に位置づ
けるとともに、朝の打合
せ等でも意識の涵養を行
い、一定の成果を挙げる
ことができた。
個人情報関係に関する確
認方法等について、改善
が必要である。
②ＤＩＧの実施や、地域
の防災訓練への参加を通
じて、地域を意識した防
災教育を行うことができ
た。
年間及び各種防災訓練の
目標を周知したうえでの
訓練の実施と生徒の防災
意識の高揚を図る必要が
ある。

①個人情報の点検方法等
についてのマニュアルを
見直すとともに、各種点
検体制を再整備する。
②地域の防災訓練に計画
段階から参加するなど、
地域と連携した防災訓練
をさらに充実させる。

進路指導
・支援

地域等と
の協働

学校管理
学校運営

