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平成 27 年３月 25 日あ
神奈川県教育委員会教育長

殿
県立 磯子高等学校長あ

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

〈教育課程〉
(1)国際理解教育を推
進し、自国文化理解、
異文化理解を深めさせ
る。
(2)多様な学びの機会
を提供して、生徒の学
習意欲を高める。

具体的な手立て

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

（１）
①姉妹校交流や海外からの
訪問団の受け入れを積極
的に推進し、国際交流の
機会を充実させる。
②自国文化理解や異文化
理解また国際交流につな
がる学校外で実施される
催しへの生徒参加を推し
進める。
③グローバルコミュニケー
ション（ＧＣ）コースの
取組を充実させる。

(1)自国文化理解や異文
化理解を深めることがで
きたか。
（取組状況、参加
状況、生徒アンケート）

・７月下旬よりｵｰｽﾄﾗﾘｱ語学
研修を実施した。例年よ
りﾎｰﾑｽﾃｲの日程等長く
し、より深い交流を行う
ことができた。
・国際交流高校生のつどい
に 8 名が参加し、留学生
との交流を深めた。
・せせらぎ学校と称した地
域連携講座をＧＣ（国際
ﾋﾞｼﾞﾈｽ）ｺｰｽ生徒全員で行
い、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ形式によりｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を身につけ
た。
・他者理解講座として、地
域福祉施設、磯子区福祉
課の方の協力の下ＧＣｺｰ
ｽの生徒が認知症サポー
ト講座等に参加した。
・ＧＣｺｰｽの生徒全員 TOEIC
Bridge を受検した。

・姉妹校との交流について、日
常の教育活動の中での取り
組みができないか検討して
いく。
・短期留学生の受け入れを積極
的に進めていく。そのための
受け入れ態勢を整える。
・地域の教育力を活用したせせ
らぎ学校をさらに充実させ、
継続的に実施できるように
していく。
・今年度の他者理解講座では福
祉分野での実施を行ったが、
三年間を見通した計画を作
る必要がある。
・TOEIC Bridge テストは生徒に
馴染みがなく、モチベーショ
ンが上がりにくいため実施
の方法について検討して行
く。

・漢検 2 級、準 2 級、3 級
39 名受験そのうち 16 名
合格、また英検 2 級、準
2 級、3 級 12 名のうち５
名合格、ビジネス文書実
務検定 2 級、3 級を 20 名
受験そのうち 11 名合格
であった。
・朝の読書を朝の HR 前に実
施した。

・各種検定や資格取得に向けて
より多くのまとまった数の
生徒が受験し、資格取得でき
る雰囲気づくりを国語科、外
国語科、情報科職員を中心に
学校全体で地道に支援して
いく必要がある。
・朝の読書は落ち着いて取り組
む姿勢が定着している。今後
に生かす方法を考える。

（２）
①各種検定や資格取得また
コンテストへの応募等の
支援を行う。
②朝の読書の実施により、
学習に対する姿勢の向上
と言語活動の充実を図
る。

(2)様々な学習機会を活
用しているか。
（検定等の
受検者数および合格率、
朝の読書の取組状況）

学校関係者評価

学校評価

(保護者)
・今年は海外からの生徒
たちの来校がなかった
ので、もっと交流の場
面がほしい。
・語学研修は期間も長く
なり、非常に楽しく有
意義だったと報告を聞
いている。作文の掲示
も良かった。
・朝の読書の成果を何ら
かの形でみられない
か。
・検定については保護者
まで募集情報が届かな
いので工夫してほし
い。

（学校評価）
・語学研修については、ﾎｰﾑｽ
ﾃｲの期間も延ばし、充実し
たものとなったことが生徒
の参加報告などからうかが
える。
・自国文化理解についての修
学旅行や遠足などに加え、
他者理解のための福祉講座
など多岐にわたる特別授業
を実施することができた。

(学校評議員)
・地域の方や多方面で活
躍する方と話をする場
面が多く、子供の成長
過程においてとても有
意義なことだと感じ
る。

（その他）
特になし

（改善方策等）
・国際交流については、留学
生の受け入れなど積極的に
推進し、交流の機会拡大を
すすめる。
・ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾚｰﾍﾞﾝｽﾞﾎｰ高校生徒
受け入れ中の取組みを家庭
や地域の協力を得て充実さ
せていく。
・GC ｺｰｽの特別授業がより系
統的、組織的になされるよ
う工夫を図る。

〈生徒指導・支援〉
(1)特別活動や部活動
のさらなる活性化を推
進し、生徒の自主性と
主体性を育む。
(2)生徒や保護者との
コミュニケーションを
密にし、生徒の基本的
な生活習慣の確立と規
範意識の醸成を図る。

（１）
(1)生徒の自主性と主体
①体育祭や文化祭などの学
性が育まれているか。
校行事また生徒会活動や
（各取組における活動
ホームルーム活動におい
状況、職員・生徒アン
て、生徒が主体的に参加
ケート、部活動加入状
し運営する場面を創出す
況）
る。
②部活動への積極的な参加
を促し、その活動におい
て生徒の自主性を育み
責任感や連帯感を養う。

・体育祭では雨天続きで当
日は部活の生徒が朝早く
からグラウンド整備する
など運営面でも生徒が活
躍する場面が見られた。
文化祭でも調理などで熱
心に活躍する姿が目立っ
た。
・部活動は熱心に活動する
部が増えた。大会で表彰
を受ける件数も増加し
た。
・部活動で積極的に地域交
流やボランティアを行う
部活が増えた。

（２）
①出席状況や学習への取組
状況また学校生活の様子
について、保護者への連
絡を適宜行う。
②身だしなみや言葉遣いに
ついて丁寧な指導を行
い、またルールを守りマ
ナーを大切にする精神を
育む。

・近隣住民からの苦情の数
は昨年と比べて半減して
おり、バス停やバス車内
でのマナーも改善されつ
つある。登下校時にゴミ
拾いをする生徒もおり、
全体的に生徒の道徳心が
育ってきている。言葉づ
かいも良くなってきてお
り、真面目に学校生活を
送る生徒が増えてきた。

③教育相談コーディネー
ターが中心となり、スク
ールカウンセラーや外部
相談機関と連携するなど
教育相談体制を充実させ
る。

(2)家庭への連絡が確実
に行われているか、基
本的な生活習慣や規範
意識が育まれている
か。
（生徒指導集計、教育相
談実施状況）

・スクールカウンセラーと
養護教諭、担任との連携
は充実しており、更に学
年内での情報交換も促進
されている。女子の相談
件数が多い。児童相談所
等からの情報も活用する
ようになってきた。

・行事では部活の生徒や委員会 （保護者）
の一部の生徒ではあるが、運 ・文化祭、体育祭など年々
営に関わる姿勢を見せてい
盛 り上 がっ てき てお
る。教員の支えがないと動け
り、生徒が主体となっ
ないが少しずつでも運営に
て いる 場面 が多 くみ
関われるよう指導していき
られた。
たい。
・PTA として球技大会や
・専門の指導者がいる部活では
体 育祭 で飲 料の サポ
しっかりした活動及び実績
ー ト協 力を 行っ てい
をあげているが、そうでない
るが、礼儀正しく挨拶
部活は生徒中心で部活運営
し てく れる 生徒 が増
をできるまでには至ってい
えた。
ない。部活動体験で一年生に ・出席状況のお知らせが
紹介する方法をとっている
こまめに届くことは、
が、途中でやめてしまう生徒
大 変な 労力 だと は思
もいる。継続して活動できる
うが助かる。
よう指導していきたい。
・遅刻を減らすための取り組み （学校評議員）
をもう少し検討し、朝の読書 ・体育祭の運営なども生
徒がさらに自主的な活
が全校生徒で行われるよう
動ができるよう支援し
な雰囲気を作っていきたい。
てほしい。
・頭髪指導の強化により頭髪の
乱れは無くなってきている ・近隣高齢者にとって、
バス乗車は生活の一部
が、ブレザーの着用や、式典
であるので、乗車マナ
時のネクタイリボンの着用
ーについてさらに指導
が徹底されていない。身だし
してほしい。
なみを整える意識の涵養に
・ごみを拾いながら登校
努めたい。
する生徒を見かけた。
・学年内での情報共有が充実し
服装や頭髪だけでなく
ている分、他学年との情報交
行動面でも良くなって
換が手薄な状況である。今後
きている。
は幅広く情報を共有し、多角
・規範意識を育むために
的な視点、意見を教育相談に
は、教室や身の回りを
反映できるような体制を作
清潔にするなど日常の
り上げていきたい。
行動のあり方を考えさ
せないといけない。
・いじめや不登校の現状
について、アンテナを
高くし情報を集めてい
るということなので、
細やかな指導を継続し
てほしい。
（その他）
特になし

（学校評価）
・文化祭・体育祭・球技大会
などの運営面おける生徒
の主体的な活動が多く見
られるようになった。
・部活動において、部として
の一体感が向上し、磯子高
校の生徒としての誇り、生
き生きとした充実した高
校生活の様子が見られた。
・生徒の様子について家庭と
の連絡がこまめに取られ
ており、生徒の指導・支援
がスムーズに行われた。
・身だしなみについては、頭
髪指導の徹底などの工夫
がなされたが、さらに指導
を進めて行く必要がある。
・ネット社会における危険性
についての教育をさらに
充実させ、生徒が事故や犯
罪に巻き込まれないよう
配慮して行く。

（改善方策等）
・学校行事では、生徒の達成
感と有用感を高めるため
に、保護者や地域の参加協
力体制をさらにすすめる
必要がある。
・ネット犯罪に巻き込まれな
いための工夫と、情報収集
を行って行く。

（１）
①授業公開や研究授業を積
極的に行い、教科指導方
法の工夫と改善を図る。
②生徒による授業評価を分
析して授業改善に資す
る。
③放課後や長期休業期間な
ど授業時間以外での学習
〈学習指導・授業改善〉
指導を充実させる。
(1)生 徒 の学習 意欲 を
向上させ、各教科にお （２）
け る 基 礎 学 力 を 高 め ①生徒が主体的に参加でき
るような授業改善を行
る。
う。
(2)生 徒 が主体 的に 参
②各教科においてペアワー
加する授業展開によ
クやグループワークなど
り、向上心やコミュニ
の場面を積極的に創出す
ケーション能力を養
る。
う。
（１）
①生徒の職業意識やキャリ
ア意識を養うためにイン
ターンシップやキャリア
ガイダンスの情報を積極
〈キャリア教育〉
的に発信する。
(1)キ ャ リア教 育を 充 ②進路選択に資する診断テ
実させ、生徒の進路意
ストを定期的に実施し、
識を育む。
生徒の意欲や意識を高め
(2)生 徒 一人ひ とり に
ていく。
応じたきめ細やかな進
路指導を行う。

(1)授業改善への取組に
より、生徒の学習意欲を
向上させ基礎学力を高め
ることができているか。
（生徒による授業評価、
夏季講習等参加状況）

・近隣中学校の授業見学を
全職員実施した。
・生徒による授業評価、夏
季進学講習等を実施し
た。

・学習内容が理解できていない
生徒に、どのようにアプロー
チしているか等観点を絞っ
て見学・観察したが、本校に
どう活かすか授業時の工夫
が必要である。
・夏季進学講習に取り組む生徒
の絶対数を増加させること
が課題である。

(2)①から②の取組によ
り、生徒が向上心を持ち
主体的に学習に取り組む
姿勢ができているか。
（授
業改善状況）

・管理職による職員の授業
観察時に授業見学を行っ
た。
・管理職授業観察時の授業
では予めねらい・工夫の
ポイントを管理職・授業
見学者に明らかにして授
業展開した。

・思考力・判断力等の育成もし
くは主体的に学習に取り組
む態度の育成をねらいに展
開したが、グループワークが
比較的機能する科目とそう
でない科目がある。基礎知識
をどう身に付けさせるかの
課題が残った。

(1)キャリア支援の取組
により、生徒の進路意識
が育まれているか。
（イン
ターンシップ参加状況、
進路状況）

・
「仕事の学び場」19 人、
「イ
ンターンシップ」４人の
参加があった。また、卒
業生の経験講話に 20 名
を越える生徒が参加し
た。
・生徒の発達段階と学年ご
との指導目標に応じて、
キャリア設計についての
学習を充実させることが
できた。
・
「総合的な学習の時間」を
活用し、外部講師や大学
生などの招聘を得て、
様々な分野や目的のキャ
リアガイダンスを年間通
じて計画的に企画、実施
することができた。
・進路閲覧室を利用し、主
体的に情報収集に取り組
もうとする生徒が増えて
きた。

・
「仕事の学び場」
「インターン
シップ」は参加に関わる条件
も多いため、なかなか希望通
りに参加することができな
い。そのため、説明会に集ま
る生徒よりも参加者は少な
くなってしまう。情報をこま
めに伝え、より多くの生徒が
参加できるよう、継続的に取
り組みたい。
・オープンキャンパスや見学会
などへの参加を一層促し、進
路選択の意識を啓発してい
く必要がある。また、卒業生
の経験談を聞かせる場など
を充実させていく必要があ
る。
・複数の学校を比較し、最適な
選択をできるよう、批判的な
視点を持てるよう指導して
いく必要がある。
・進路閲覧室を昼休み、放課後

(2)適切な進路指導が行
われたか。
（進路指導の状
況、進路指導室の活用状
況）

（保護者）
・職員室前の学習スペー
ス新設など、生徒の学
習 サポ ート が年 々充
実してきている。

（学校評議員）
特になし

（その他）
特になし

（学校評価）
・中学校での授業見学は、本
年度初めての取組みであ
ったが、教職員の実施後の
実態等から良い取組みで
あったことが伺える。
・ペアワークやグループワー
クなどいわゆるアクティ
ブラーニングを積極的に
推進してきた。
（改善方策等）
・アクティブラーニングをさ
らに充実させるために、そ
の効果的な導入について
工夫が必要である。

（保護者）
・インターンシップやそ
の他参加募集について
の情報が保護者には伝
わってこない。HP に
載せるなど工夫できな
いか。
・卒業生との座談会など
生の情報を得られる機
会がほしい。
・大学に進学後に必要な
学力をきちんとつけて
卒業させてほしい。

（学校評価）
・生徒の進路希望の実態を把
握し、特に四年制大学合格
者数や第一希望への進路
決定者が年々増加してい
る。
・早い時期よりキャリアガイ
ダンスを実施しているた
め、興味を持って活動でき
る生徒が増えてきている。
保護者の協力を得るため
にも進路情報を的確に発
信していく必要がある。

（学校評議員）
・生徒も落ち着き、進路
活動も充実してきてい
る様子がうかがえる。

（改善方策等）
・ホームページの活用など保
護者への情報提供の工夫
を図る。
・卒業生や外部の方の人材を
活用していく。
・進路閲覧室の活用をさらに

（２）
①希望の進路実現のため、
面談やガイダンスの充実
を図り、個に応じたきめ
細やかな進路指導を行っ
ていく。
②生徒への適確な情報を提
供できる環境を整え、進
路閲覧室の利用を活性化
していく。

〈地域連携〉
(1)家庭や地域との連
携を通して、生徒の社
会性を育む。
(2)学校の取組につい
て的確な情報を発信す
ることにより、開かれ
た学校づくりを推進さ
せる。

（１）
①生徒の社会性を育むため
に、地域清掃などの奉仕
活動においてＰＴＡや地
域の自治会等との協働の
場面を創出する。
②生徒の自己有用感を培う
ためのボランティア活動
を多くの生徒が経験でき
るよう情報提供の方法に
工夫を図る。
③近隣の小中学校との交流
を充実させる。

（２）
①学校説明会や中学校訪問
などの広報活動を充実さ
せる。
②学校ホームページや掲示
板などを活用して情報発
信の充実を図る。

等より利用しやすく整備し
ていく必要がある。

（その他）
特になし

(1)①～③の取組により、 ・LHR を利用し、各クラス 1 ・本年度はクラスごと LHR で地 （保護者）
域清掃を実施することに変
・多くの保護者が積極的
自分が社会の一員である
回ずつ地域清掃を実施し
更したが、学校行事の関係
に学校行事をサポート
ことの意識が育まれてい
た。また、部活動有志（50
で、地域清掃に利用できる
していく雰囲気がほし
るか。
（ボランティア活動
名）や美化委員（34 名）
LHR の時間が偏っていたた
い。
参加状況、交流行事参加
による行事前の清掃も実
め、日程が集中してしまっ
・ボランティアなど積極
状況）
施した。
た。実施形態について検討す
的に生徒が活動して
・ハンズデーに保護者およ
る必要がある。
いる姿が見られる。
び地域の方（26 名）と生
徒（５名）によるトイレ ・ボランティア募集について ・花植えなどの作業を PTA
と一緒に活動する場面
は、廊下掲示板・教室掲示な
の壁のペンキ塗りを実施
を増やしてほしい。
どで積極的に広報活動がで
した。
きた。
・職員室前にボランティア
掲示板を設置し、外部の ・生徒の興味あるボランティア
について意識調査をおこな
募集情報を周知させた。
・近隣小学校の運動会ボラ
い、ニーズにあったボランテ （学校評議員）
ンティアに 10 名の生徒
ィア情報の提供を行い、参加 ・公開講座やせせらぎ学
が参加した。また、小学
校など地域連携の企画
者を増やす必要がある。
校 1 年生との遊びを通し ・夏休みわくわく子供体験をさ
が多いので、学校サポ
た 交 流 (な か よ し 会 )に
ーター登録など検討し
らに充実させ、開かれた学校
22 名の生徒が参加した。
てはどうだろうか。
を目指す。
・さわの里小学校見学会お
・小学生向けの夏休み公
よび保護者との座談会に
開講座などは、7 月実
12 名の生徒が参加した。
施のほうが参加者が増
・ケアプラザで吹奏楽部、
える。広報ももっと効
空手道部が交流した。
果的に行うとよい。
(2)広報活動が充実した
ものであったか。
（広報活
動実施状況、中学生アン
ケート）

・校内での学校説明会を 3
回実施した。
・夏休みに部
活動体験、授業体験を実
施し、200 名ほどの中学
生の参加があった。
・夏休みに近隣中学校３５
校を訪問し、本校の特色
について説明を行った。
その他５０校には学校紹
介資料の送付を行った。

・参加者アンケートではおおむ
ね好評であった。特に生徒に
よる学校の紹介や部活動紹
介などの評判が良かった。
（その他）
特になし

活性化させるための工夫
が必要である。

（学校評価）
・教育力向上推進事業 Ver.
Ⅱ、地域等連携教育研究と
いう視点から行ったさま
ざまな取組みは、生徒の取
組み状況や感想から、良い
成果が得られたと感じる。
・地域との連携については、
お互いの行事に参加し合
うなど、工夫することがで
きた。今後も継続すること
で本校の様子を理解して
いただき、協力していただ
ける学校を目指したい。
・学校説明会などの中学生へ
の広報活動では、本校生徒
の意欲的な参加が定着し
てきたため、充実したもの
となった。

（改善方策等）
・教育力向上推進事業の取組
みを各グループや教科で
積極的に実践していく。
・中学生への広報活動につい
ては、必要とされる情報を
精査し、さらにきめの細か
い情報提供を進めていく
必要がある。

（１）
①事故・不祥事防止研修会
を定期的に実施する。
②自己を省みるためにセル
フチェックを定期的に実
施する。

〈学校運営・学校管理〉
(1)事故・不祥事防止を
目的とした研修会を実
施し、県民の負託に応
え る 学 校 運 営 に 努 め （２）
る。
①防災意識を高めるための
(2)生徒の防災意識を
避難訓練の工夫を図る。
育み、校内の安全対策 ②家庭や地域との連携を図
を強化する。
った防災活動について検
討する。

(1)①～②の取組により、 ・夏季休業中に外部講師を
県民から信頼される学校
招聘して人権研修会を 2
運営が行われているか。
回実施し、外国籍県民に
（研修会の実施状況、職
ついての情報の収集、対
員アンケート）
応する場合に心がけなく
てはならない内容等の研
修を実施した。
・夏季休業中に人権研修２
回とＡＥＤを使った救急
法研修会を複数回実施
し、全職員が研修を受け
た。
(2)避難訓練や防災訓練
の実施によって生徒の防
災意識を育むことができ
たか。
（実施状況および職
員アンケート）

・本校の現状を踏まえた充実し
た研修を行うことができた。
今後も研修を継続していく
ことで、理解を深めて行きた
い。
・全職員がＡＥＤの研修に参加
することができたが、技能の
定着のためには、今後も継続
して研修を行って行く必要
がある。

・6 月 3 日に大地震発生を ・6 月の避難訓練は帰宅経路の
想定した避難訓練を実施
確認訓練だけでなく、生徒・
した。併せて交通機関が
職員が地域の情報を知る機
止まった場合の徒歩によ
会にもなり効果が期待でき
る帰宅経路の確認訓練を
る。
実施した。
・参加体験型の防災訓練を必要
・9 月 1 日に「かながわシ
に応じて増やして、意識を高
ェイクアウト」に参加し、
めていくことが必要である。
地震の際の初期対応につ
いて全校生徒で実践し
た。
・12 月 17 日には消火訓練
を盛り込んで生徒に消火
器の使用方法について周
知させた。
・12 月に上中里自治会の地
域防災訓練に職員が参加
した。
・1 月にダウンスロープを
使用した、避難法の研修
を職員で実施した。

（保護者）
特になし

（学校評議員）
・ＡＥＤ研修会では地域
と連携し、サポートを
することができた。今
後も防災体制など協力
体制を作って行きた
い。
・防災訓練については、
もっと目標を絞ったテ
ーマで実施したほうが
効果的ではないか。今
後、地域、小中学校と
の連携も踏まえた取組
みを考えて行きたい。
・小中学校はすでに災害
時の連携計画は進んで
いる。
・防災用品や応急手当準
備をさらに充実させて
行くとよい。お互いが
助け合える雰囲気と関
係を築いて行けるよう
検討してほしい。

（その他）
特になし

（学校評価）
・事故・不祥事防止研修につ
いては、充実した研修を実
施することができた。
・災害時における備蓄食糧の
充実を進めた。また、災害
時用の発電機や投光器な
どを整備した。

（改善方策等）
・継続的に研修を行って行く
ために、内容が興味深いも
のとなるよう検討して行
く。
・災害発生時のための整備を
継続的に進めて行く。

