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評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

(1)①少人数編成による英語
教育の内容・指導方法につい
て検証・改善する。
②生徒が主体的かつ興味・関
心を持って取り組める理科
の科目の内容の充実を図る。
③生徒個々の進路目標に応
じた選択科目を適切に配置
する。

(1)①英語教育の内容・指導
方法を検証・改善できたか。

・クラス増に伴い時間割作
成上の制約が多くなってい
ることからより効率化を図
りたい。
・国際理解講座の体系を見
直し、３年間を見通して段
階的・継続的にキャリア諸
能力を向上させるためのプ
ログラムを再構築する。

(2)学年ごとの国際理解講座
を充実させ、他者を理解する
ためのコミュニケーション
能力の向上を図る。

(2) 国 際 理 解 講 座 を と お し
て、生徒のコミュニケーショ
ン能力が向上したか。

・授業展開の検証から 1 年
次の 少人数 展開を 維持し
た。
・次年度選択科目について
生徒・保護者説明会ともに
十分な説明をすることが出
来た。
・体験型や課題解決型のプ
ログラムを計画して学年ご
とに段階を踏んだ国際理解
講座 を実施 し、生 徒の協
調・協働が図られる活動を
行った。

(1)組織的な教育相談体
制 のより 一層の 活性 化
を図る。

(1)支援を必要とする生徒に
関するケース会議を適切な
回数を行うなど活性化を図
る。

(1)ケース会議の開催や規模
が適切に行われたか。

(2)生徒の自己肯定感や
規 範意識 を高め る取 組
を推進する。

(2)①生徒の部活動参加意識
を高め、部活動をとおして自
己肯定感を持たせるととも
に、社会性の育成を図る。
②服装・頭髪指導の徹底とと
もに、安全かつマナーを守る
自転車乗車指導を継続する。
③生徒主体の校内美化、地域
清掃活動、節電等への取組を
推進し、生徒の環境意識を高
める。

(2)①部活動入部率が向上し
たか。

・教育相談コーディネータ
ーを中心に積極的にケース
会議を開催した。
・部活動加入率は昨年同様
であるが、アコースティッ
ク同 好会が 部活動 に昇格
し、新たにハンドメイド研
究同好会とマジック同好会
が設立された。
・定期試験の服装検査や身
だしなみ週間等により、指
導対象も減少している。
・年度後半は近隣住民やド
ライ バーか らの指 摘もな
く、交通社会の一員として
の自覚ができてきた。
・清掃活動の充実、文化祭
のゴ ミ処理 等の実 施と共
に、節電を呼びかけた。
・昨年度に比べ「おそうじ
大作戦」への参加者が 15％
増加した。毎回 300 名前後
の生徒がボランティアとし

・職員の異動などに対応し
て新たな教育相談コーディ
ネー タ ー の養 成 が望 ま れ
る。
・県平均に比較し、運動部
の加入率は高いが、文化部
の加 入 率 は半 分 ほど で あ
る。今後は新入生オリエン
テーションや途中加入を含
めて、文化部への加入促進
を図る必要がある。
・春・秋の服装で、セータ
ーの み で の登 校 が見 ら れ
る。ブレザー着用を徹底し
たい。
・校内の駐輪指導が不十分
であった。
・今後は各委員会活動をよ
り活発にして、環境意識を
高めて行きたい。
・ゴミばさみを新規購入し
たが、さらに補充する。学
校周辺のみならず、通学路

書
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(保護者)
・少人数展開はぜひ維持
してほしい。
・英語の表現には国際理
解 教育によ る異文 化理
解が必要である。
・できれば２年でも少人
数を続けてほしい。

（学校評価）
・英語教育の成果でもあ
る英語検定受検者が増加
した。
・科目選択において数名
の変更者がでた。
・国際理解教育講座によ
り生徒の他者理解が進み
コミュニケーション能力
の向上にもつながった。

＜教育課程＞
(1)生徒一人ひとりが確
実に基礎力をつけ、発展
的 な学習 に意欲 的に 取
り組めるよう、カリキュ
ラムを精選する。

(2)国際理解教育を推進
し、他者理解を深めるこ
とによって、相互に尊重
し 合える 生徒を 育成 す
る。

②理科の科目の内容を充実
できたか。
③選択科目を適切に配置す
ることができたか。

(学校評議員)
・国際理解教育に関する
講 座を受け た生徒 が自
己 のキャリ アにど のよ
う に結び付 けるこ とが
できるかが重要である。

（改善方策等）
・より多くの生徒が英語
検定を受検するよう指導
する。
・生徒の進路目標に応じ
た科目選択の指導を徹底
する。
・コミュニケーション能
力の向上に関する指標を
設け評価する。

＜生徒指導・支援＞

②服装・頭髪指導が徹底でき
たか、自転車乗車マナーが向
上したか。
③生徒の環境意識を高める
取組ができたか。

(保護者)
・頭髪指導など身だしな
みに関して、もう少し厳
しくてもよいと思う。
・自転車通学での２人乗
りや駐輪マナーを指導し
てほしい。
・入部率向上には、組織
観や練習方法などを改善
する必要がある。

（学校評価）
・教育相談に関する職員
研修を実施し適切な生徒
対応に生かせた。
・通学途中でのマナー違
反や学校周辺での部活動
時に地域の方に迷惑をか
けることがあった。
・ボランティア活動に参
加する生徒が増えた。

(学校評議員)
・スクールカウンセラー
の来校はもっと多い方が
よいだろう。
・大人からは SNS による
いじめなどが見えにくく
なっているのでその把握
が必要である。
・交通安全や薬物乱用防
止について啓発が必要で
ある。

（改善方策等）
・教育相談体制をさらに
充実させ支援を必要とす
る生徒のニーズにこたえ
る。
・ルールやマナーに対す
る指導を徹底する。
・さまざまなボランティ
ア活動を紹介し生徒の活
動の場を増やす。

て参加している。

や近隣にまで範囲を広げる
ことも検討する。

・教科との連絡調整を図り
各教科ごとに学力向上へ取
り組んだ。
・定期試験ごとに教科会を
設定した。
・教科会の定例化をもとに
教科内での合意形成を促し
た。

・この取組を維持できるよ
う連 絡 調 整を 密 にと り た
い。
・授業改善等のために時間
割の中に教科会を設定でき
るよう努力したい。
・教科内での十分な話し合
いをもとに連絡調整が必要
であると認識している。

・生徒のニーズに即した進
路ガイダンスにより前向き
な姿勢を醸成し適切な資料
提供ができた。
・学力到達度テストなどの
結果をもとに、キャリアカ
ウンセリングを実施した。
・学年ごとの年間指導計画
を作成できた。

・生徒の進路希望をより一
層確実に実現するために新
たな企画を検討する時期に
きている。

＜学習指導・授業改善＞
組 織的な 授業改 善を 推
進し、生徒の基礎学力の
定着を図るとともに、学
力 向上の 喜びを 味わ わ
せる。

①基礎学力の定着を図り、家
庭学習の習慣を身に付けさ
せるために、小テストを実施
するとともに宿題等を活用
する。
②言語活動のより一層の充
実を図り、校内授業研究体制
を整備する。
③共通テスト未実施の教科
において共通テストの導入
に取り組む。

① 生徒アンケート等から基
礎学力の定着や家庭学習の
習慣が読み取れたか。

①学年ごとの進路支援体制
を充実させ、学年・担任によ
り的確な進路情報を生徒に
提供し、進学実績の向上を目
指す。
②自ら将来設計ができる生
徒・自立した学習者を育成す
るために、きめ細やかな面談
を行うなど職員による動機
付け・意識付けを徹底する。
③本校生徒の実状にあった
キャリア教育実践プログラ
ムを策定する。

①的確な進路情報を生徒に
提供できたか、進学実績が向
上したか。

②校内授業研究体制が整備
できたか。
③共通テストの導入に取り
組めたか。

(保護者)
・生徒による授業評価で
は ぜひ無 記名で 実施 し
てほしい。
・生徒が楽しめる授業を
工夫してほしい。
・先生方それぞれの特徴
ある授業とともに、授業
内 容が教 員間で 差が 少
な くなる ことを 希望 す
る。
(学校評議員)
・アクティブラーニング
などを取り入れ、どの科
目の授業でも生徒同士が
話し合う機会を増やすと
よい。
・生徒による授業評価で
は記名と無記名ではその
内容が変化するのではな
いか。
・英語の少人数展開に加
えてリスニング対策も充
実するとよい。

（学校評価）
・アクティブラーニング
を取り入れた授業が増え
授業改善が進んだ。
・校内授業研究への取組
は不十分であった。
・共通テスト実施に対す
る取組が進んだ。

(保護者)
・進路希望に適した科目
選択の指導を徹底してほ
しい。
・生徒の意欲を高めるキ
ャリア教育を実施してほ
しい。
・選挙権が 18 歳になった
ことから自立した思考力
の指導を願う。

（学校評価）
・数値的な進路実績では
なく生徒の希望に沿った
進路実績は向上した。
・各学年に関する進路ガ
イダンスを計画どおり実
施できた。
・各担任が実施した面談
に対する評価が不十分で
ある。

(学校評議員)
・大学に入りやすくなり、
入学後のミスマッチがな
いように高大の連携や工
夫が必要であると感じ
る。
・入試の学校推薦に関し
て生徒の個人情報の管理
は十分であるか。

（改善方策等）
・より一層の面談を実施
し生徒の意欲の向上と進
路実績の向上につなげ
る。

（改善方策等）
・授業改善をさらに促進
すべく授業研究の開催方
法を工夫し実施する。
・次年度共通テストを実
施する。

＜キャリア教育＞
学 年ごと の発達 段階 に
応 じた進 路支援 活動 を
充実させる。

②面談の取組が動機付け・意
識付けに結びついたか。

③適切なキャリア教育実践
プログラムが策定できたか。

＜地域等連携＞
保護者・地域・他校種と
の 連携を 図り、 開か れ
た、親しみやすい学校づ
くりを進める。

①地域の防災体制の情報を
収集し、地域と合同の防災訓
練の実施に取り組む。
②学校行事や地域清掃活動
等をとおして、分教室や地域
の小中学校との連携・交流を
推進する。
③同窓会との連携を深める
ことによって、地域に密着し
た学校づくりを推進する。

①地域と合同の防災訓練が
実施できたか。
②分教室や地域の小中学校
との連携・交流ができたか。

③同窓会との連携が深めら
れたか。

・本年度は本校の位置する
町会の防災訓練は実施され
なかったので、参加できな
かった。
・ＤＩＧ（図上災害訓練）
で川崎市と連携した。
・昨年に引き続き、刈宿小
学校で２年生を対象に非行
防止教室を実施した。
・文化祭では昨年度に比べ
４割増の来場者があり、生
徒のアンケート評価も高か
った。
・文化祭と体育祭で分教室
との交流を深めた。
・同窓会とは昨年度よりも
連携 を深め ること ができ
た。

・実施年には、確実に参加
するようにしたい。消防署
等との連携も深めて行きた
い。
・マルチメディア部（演劇）
が実施しているが、現１年
の部員が少ないため、有志
等柔軟な対応が必要な場合
がある。
・チアリーディング部やマ
ルチメディア部などは小学
校と交流があるので、他の
団体も交流の範囲を広げて
いきたい。
・今後も周年行事の実施や
教育 活 動 への 協 力も 含 め
て、連携を高めて行くこと
が必要である。

・定期的に行う防災訓練の
充実に加えて、生徒参加の
ＤＩＧ（図上災害訓練）を
年度末に実施することがで
きた。
・校長による若手職員研修
を２日間開催し効果をあげ
た。
・校長による職員面談の際
に、一人ひとりに注意を促
し、全員に不祥事防止につ
いて指導した。
・定例職員会議の際に、事
例等 をあげ て研修 を行っ
た。

・地震、津波等の自然災害
に対する生徒の防災意識を
一層高めるとともに、川崎
市等の行政機関とも連携を
深めて、訓練のより一層の
充実を図る。
・より一層の不祥事防止研
修等を実施する。

(保護者)
・近隣小・中学校と連携
した防災訓練など交流を
深めるとよい。
・年に１回でもよいので
ＰＴＡや地域の方との交
流の機会があるとよい。
(学校評議員)
・地域の商店街の催事に
高校生に参加してもらい
たい。
・近隣の小学４年生を対
象にした安全教室に、こ
れまでの大学生に代わっ
て高校生の協力を要請し
たい。

（学校評価）
・具体的な地域との連携
は不十分であった。
・分教室や近隣小・中学
校と学校行事や部活動を
とおして交流することが
できた。
・同窓会との連携も深ま
り同窓会入会者も増え
た。
・ＤＩＧにより川崎市と
連携するとともに生徒が
地域を知る良い機会とな
った。
（改善方策等）
・防災訓練等で近隣町内
会との連携を深める。

＜学校運営・学校管理＞
(1)非常時に対応できる
防 災教育 や防災 訓練 へ
の 取組を とおし て、 生
徒・職員の防災意識を高
める。

(1)地域との連携や内容の工
夫等の防災訓練を充実させ、
非常時に対応できる訓練を
実施する。

(1)新たな防災訓練の取組が
実施できたか。

(2)職員一人ひとりが事
故・不祥事を根絶できる
よう意識改革に努める。

(2)①若手教員の人材育成を
目的に組織的に研修会等を
実施し、教員としてのモラル
や心構え等について意識啓
発を行う。
②職員一人ひとりの心に届
く不祥事防止研修を実施し、
事故・不祥事の根絶に努め
る。
③直近の事例を常時情報提
供することによって、誰にで
も起こりうることだと職員
に認識させる。

(2)①若手教員向けの研修会
が実施できたか。

②職員一人ひとりの心に届
く不祥事防止研修が実施
できたか。
③直近の事例を情報提供で
きたか。

(保護者)
・不祥事に対する学校側
の対応が不十分であると
感じる。
・負の部分の事実を職員
が共有し意識の改善がで
きる体制を確立してほし
い。

（学校評価）
・近隣町内会との防災訓
練は実施できなかった。
・生徒の新たな取り組み
としてＤＩＧを実施でき
た。
・事故につながる事案が
あった。

(学校評議員)
・近隣に防災訓練で連携
できる町内があるので働
きかけるとよい。
・高齢化が進む自治体で
は災害時における高校生
の活躍が期待されてい
る。

（改善方策等）
・近隣町内会との連携を
深め防災訓練を実施す
る。
・ＤＩＧに参加する生徒
を増やし地域との連携と
防災意識の向上を目指
す。
・事故不祥事ゼロをめざ
し一層の意識向上を図
る。

