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校内評価

学校目標
〈教育課程〉
(1)国 際 理解教 育を 展
開し、
「よき市民」の育
成を目指す。

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異文化理解、他者理解の深化
②共生、協働の育成≫
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽの特別講座を多
分野にわたり実施する。
・異文化理解のために、姉妹校との交
流企画を文化祭にて実施する。

（1）特別授業や姉
妹校交流実施によ
り、生徒の意識の
変化が見られた
か。（生徒アンケ
ート）

・9 月より短期留学生 2
名を受け入れ、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽの各クラス
で共に学ぶ体制を作っ
た。
・姉妹校ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾚｰﾍﾞﾝｽﾞ
ﾎｰ高校生と職員の来校に
際し、本校生徒宅でﾎｰﾑｽ
ﾃｲを受け入れた。
・ﾚｰﾍﾞﾝｽﾞﾎｰ高校生と一緒
に、文化祭で企画発表を
行い、互いの文化紹介を
行うことができた。
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ特別
授業および異文化理解授
業として、福祉講座（認
知症ｻﾎﾟｰﾀｰ・手話）と国
際理解講座（ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ・
国際協力）を実施した。
・小学校との連携として、
なかよし会・小学校見学
会および保護者との座談
会を実施した。
・2 年生沖縄修学旅行に
おいて、民泊を実施し、
歴史と文化について学ん
だ。

・今年度から、短期留学生の
受け入れを行ったが、学校全
体で留学生との交流ができ
る場面を考えたい。
・ﾎｰﾑｽﾃｲは各家庭の協力のも
と満足していただく事がで
きた。次回 29 年度に継続で
きるよう記録を残す。
・ﾚｰﾍﾞﾝｽﾞﾎｰ高校生徒と共に
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽが文化
祭企画を行ったが、より多く
の生徒が関われる企画を考
えたい。
・国際理解、福祉講座につい
て講師との事前学習の時間
をさらに確保し、生徒の理解
を深める。講師を招いての有
意義な企画であったので、近
隣中学校や地域、保護者にも
より多くの方に参加しても
らえるよう広報したい。
・なかよし会、小学校見学座
談会は 15 年以上続く企画で
あり、毎年多くの児童教育進
学希望の生徒が参加してお
り、今後も継続して行きた
い。
・民泊での体験交流がより充
実したものになるよう事前
準備について検討していく。

学校関係者評価

学校評価

(保護者)
・ﾎｰﾑｽﾃｲの受け入れを実施
して、大変貴重な体験がで
きた。もっと多くの生徒た
ちと交流ができるようにし
てほしい。
・国際理解教育で地域の方
や中学生などと一緒に学ぶ
事ができて、良かった。継
続して実施してほしい。
・修学旅行では、民泊先の
対応の差や帰宅時間につい
て少し問題があったと聞い
ている。子供の安心、安全
に留意した対応について検
討してほしい。
・資格試験を全ての生徒が
受検するようにできない
か。検定の取得は、日々の
学習意欲を引き出せるので
はないか。

（学校評価）
・姉妹校生徒との学校行事
での交流の他、留学生の受
入れを開始したことによ
り、異文化理解を深化させ
ることができた。
・自国文化の理解を深める
修学旅行に加え、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。また、「せ
せらぎ学校」を通じて、地
域の教育力を活用する事が
できた。

(学校評議員)
・せせらぎ学校では、多く
の講師が来校し、盛り上が
って良かったが、話の趣旨
が上手く伝わったのか不安
が残った。
・多くの取り組みが行われ
ている。
・検定は、学習の目標とし
て多くの生徒に受検させて
ほしい。

（改善方策等）
・国際交流については、留
学生の受け入れなどを積極
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
徒受け入れ中の姉妹校交流
については、家庭や地域の
協力を得て、さらに充実し
た取組みとする。
・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。
・英検の受検を一般ｺｰｽにも
広げることで、より多くの
生徒が目標をもって学習に
取り組めるようにする。

(2)多 様 な学び の機 会
を提供し、学習意欲の
向上を目指す。

(2) ≪①多様な学びの機会の提供
②学習意欲の向上≫
・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。
・地域の方々から人生ついて学ぶせせ
らぎ学校を実施し、生徒自ら進路に
ついて考える機会を与える。

（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、生徒アンケー
ト）

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ
12 年生全員と一般ｺｰｽ希
望者 13 名が英検を受検
し、2 級 1 名、準 2 級に
17 名が合格した。
・地域公開講座として
せせらぎ学校を講師 25
名を招き実施し、ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ能力を身につけた。
・紛争地域での現状を学
ぶ公開授業「希望の義足」
を実施し、地域や保護者、
中学生を含む約 80 名が
参加し、平和について学
習した。
・漢字検定 34 名が受検
し、2 級 2 名 準 2 級 4
名 3 級 2 名が合格した。
・ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書検定 17 名
が受検し、3 級 5 名、２
級 1 名合格した。
・書写検定 13 名受検し 8
名が合格した。

・今年度より TOEIC
Bridge から英検に変更した
が、より高い目標を達成でき
るよう継続していく。
・多方面の大人にｲﾝﾀﾋﾞｭｰす
る事でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を養う
せせらぎ学校は、講師依頼が
大変であるが、来年度は保護
者や同窓会にさらに協力し
ていただき、学年全体で実施
できるよう検討していく。
・公開授業に、より多くの参
加があるように、広報活動を
行う。
・各種検定受検者を増やすと
ともに、サポートを継続して
いく。

(その他)
特になし

〈生徒指導・支援〉
(1) 基本的生活習慣の
確立と規範意識の醸成
を目指す。

(1) ≪①生徒指導の徹底
②個々
の生徒に応じた支援体制の充実≫
・服装、頭髪に関して、ルール違反者
をなくすために、段階を踏んだきめ
細かい指導を粘り強く行う。
・各学年と情報を共有するなど連携を
密にし、必要に応じて外部の専門機
関の活用を積極的に行う。

（1）①細やかな生
徒指導により、特
別指導件数が減少
したか。（特別指
導集計）
②教育相談の内容
と件数の推移と外
部機関を活用でき
たか。

・頭髪指導の徹底により
明らかな茶髪の生徒はい
なくなった。
・一部の生徒がブレザー
未着用やパーカー着用で
登校している実態はまだ
ある。
・特別指導件数は昨年度
比で 4 割減となり、大き
く減少した。
・教育相談では相談件数
は増加したものの、不登
校等の深刻な相談内容の
ものは減少し、緊急性の
ある相談がかなり減少し
ている。

・磯子高校生としての自覚と
責任感を育て、制服着用の徹
底を図りたい。
・生徒の規範意識を育てる取
り組みを多方面で行い、特別
指導の件数をさらに減少さ
せたい。
・生徒の小さな変化も見落と
さぬようｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを充実さ
せ、教育相談体制をより活用
することで、生徒の抱える問
題や悩みを初期の段階で改
善させられるように取り組
みたい。

(保護者)
・異装や頭髪についての徹
底指導は大変良かった。頭
髪が良くなっただけで、学
校のイメージアップに繋が
った。
・学校が大変落ち着いた気
がする。
・体育祭や文化祭に生徒が
一生懸命取り組んでいる姿
が見られて、盛り上がりを
感じた。
・生徒の中には、直前まで
何をしたら良いかわからな
い人もいるようなので、生
徒の連携がスムーズにいく
ように工夫をしてほしい。
・部活動の生徒が、部活以

（学校評価）
・細やかな生徒指導により
学校全体の落ち着きが増
し、生徒の規範意識を向上
させることができた。
・文化祭、体育祭、球技大
会などの運営面における生
徒の主体的な活動が多く見
られた。
・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とら
れており、生徒指導・支援
がスムーズに行われた。

(2) 豊かな人間性や社
会性・主体性を育み、
自己有用感の向上を目
指す。

(2) ≪①生徒主体の活動の支援
②学校行事や部活動の活性化≫
・学校行事を中心に生徒が主体的に参
加、運営する場面を創出する。
・生徒の自主性や協力する意識を高め
るために、部活動試合結果や活動状
況について掲示物等で広報し、部活
動の活性化を図る。

（2）学校行事や部
活動に積極的に参
加できたか。主体性
が育まれているか。
（各活動状況、職
員・生徒アンケー
ト、年度末入部率）

〈学習指導・授業改善〉 (1) ≪①生徒が主体的に参加する授業 （1）テーマに沿っ
(1) 自ら学び、考え、
の展開 ②学習意欲の向上≫
た研究授業、研
表現する力の育成を目 ・
「生徒が主体的に参加する授業」を年
究協議が実施さ
指す。
間のテーマとして研究授業、研究協議
れたか。生徒の
等の授業改善計画を立て、実施する。
学習意欲を向上
・教員間の授業見学を通じて、生徒の
させることがで
学習意欲を向上させる授業について考
き た か 。（ 生 徒
え、その手立てを教員間で共有化する。
による授業評
価）

・体育祭や文化祭、球技
大会等の学校行事では、
部活動や各委員会の協力
を得て活発に活動するこ
とができた。少しずつ企
画運営に関わる生徒も出
てきている。文化祭では
オーストラリアからの留
学生も加わり、国際色豊
かな行事となった。
・生徒会執行部は積極性
が出てきており、協力し
て活動していた。各行事
や防犯パトロール、磯子
サミットなどに参加し
た。
・部活動の入部率は 2 月
末で 47.2％。
（1,2 年生）
熱心に活動する部が増
え、休日のグランドの調
整に苦慮することもあっ
た。陸上部、空手道部は
関東大会出場を果たし
た。
・テーマに沿って研究授
業を年間 11 回実施し、研
究協議で「生徒が主体的
に参加する授業」を行う
ための具体的な手立てに
ついて意見交換をし、情
報を共有することができ
た。
・年間計画の仕上げとし
て全教員が 11 月の授業
見学週間に授業公開をす
る形で「主体的に生徒が
授業に取り組む」ように
するための具体的な手立
てを用いて授業を実施
し、多くの教員が相互の
授業を見学し、自らの授
業の参考にすることがで
きた。

・各学校行事の精選や内容の
見直しが求められてくる。企
画の段階から生徒が関われ
るよう継続的に取り組み、生
徒が生き生きと活動できる
よう工夫する。
・文化祭では、頭髪や服装な
ど生徒指導と関連すること
も多い。グループ同士の連携
を図りながら進めていきた
い。
・生徒会執行部の役割を明確
にし、生徒の意欲を認めなが
ら行事等に関われるようサ
ポートを続けていく。
・部活動への入部をさらに促
すため、広報活動の充実を図
る。また途中でやめてしまう
生徒を減らせるよう手厚く
支援する。また顧問が活動に
参加できるような環境づく
りに努めていく。

外でもﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどで活躍
していて良かった。
・部活動が活発になってき
ている。
(学校評議員)
・頭髪や服装が非常に落ち
着いて、学校の雰囲気が良
くなった。若干、スカート
の下にハーフパンツをはい
ている生徒を見かけるのが
気になる。
・生徒の健康情報について、
中学校との連携をさらに進
めてほしい。
・3 年間部活を継続する雰
囲気を作っていくと良い。

・教員全体での研修会の実施
などにより、今年度の取り組
みから見えていた課題や身
につけさせたい力について
教員全体で共有していく必
要がある。
・また、先進的な取り組みや
身近な取り組みについてさ
らに多くに教員が情報を共
有していけるように工夫を
していく必要がある。

(保護者)
・子供が家庭でも自主的に
学習する習慣が身につくよ
う、工夫を継続してほしい。
・自習室や職員室前の質問
スペースなど生徒の学習サ
ポートが充実してきてい
る。
・授業参観の際、態度の悪
い生徒も見受けられた。授
業改善とともに、指導も徹
底してほしい。

（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
力体制をさらに整備する。
・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
慮していく。

(その他)
特になし

(学校評議員)
・主体的に取り組ませるグ
ループワークやプロセスに
ついては、小学校の取り組
みが進んでいるので、授業
見学などの連携をすすめて
みたらどうか。

（学校評価）
・学校としての授業テーマ
を定めたことで、全職員が
これを意識した授業改善を
行うことができた。
・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
進した。

（改善方策等）
・職員研修をさらに充実さ
せ、アクティブラーニング
の効果的な方法について研
究を進める。
・教科内での授業研究と教
材の共有を推進させ、共通
テストによる磯子スタンダ
ードを構築する。

(2)基 礎 学力の 定着 と
応用力の伸長を目指
す。

(2)

〈キャリア教育〉
(1) キャリア目標達成
に向けて学校生活を送
る生徒育成を目指す。

(1) ≪①キャリアガイダンスの充実
②進路意識の向上≫
・総合的な学習の時間におけるキャリ
アガイダンスや外部講師による講話な
ど、生徒の必要に応じたキャリアガイ
ダンスの機会を設ける。
・生徒の職業意識やキャリア意識を養
うために、仕事のまなび場、インター
ンシップ等の情報を積極的に発信し、
参加させる。

(2) 個々の生徒に応じ
たキャリア支援を目指
す。

≪①教科指導の工夫 ②授業力の
向上≫
・校内外の授業改善に関する取り組み
事例を紹介し、実践する機会をつくる。
・長期休業中などに発展的、応用的な
学習指導を行う機会を設ける。

(2) ≪①生徒一人ひとりに応じた進路
支援 ②進路実現を目指したきめ細か
な進路指導≫
・希望する進路を実現するために一人
ひとりに応じた面談や支援を行う。
・生徒へ適確な情報を提供できるよう
進路閲覧室の環境を整え、生徒の利用
を増やす。

（2）授業改善に関
する取り組みが実
践され、
生徒の基礎
学力の向上に寄与
したか。
夏季講習な
どに生徒の積極的
な参加があったか
（補講参加状況）

・研究授業後の研究協議
のなかで、当該の研究授
業についてだけではな
く、有効な様々な手法に
ついて紹介、検討する機
会がつくれた。また、授
業見学週間のなかで様々
な取り組みが紹介され
た。これらを普段の実際
の授業のなかで応用する
ことができた。
・３年生を中心に夏季、
冬季などの休業中の講習
や課業期間中の放課後の
補習などが、教員からの
積極的なよびかけによっ
て行われ、生徒がよく取
り組んでいた。
(1)生徒のキャリア ・「仕事の学び場」４名、
意識が育まれてき
「インターンシップ」９
たか。生徒の必要に 名の参加があった。
応じたガイダンス
・３年生の進路活動の経
等の機会を設けら
験講話を１学年に、一般
れたか。（仕事の学 受験の経験講話を２学年
び場、インターンシ に、それぞれ総合的な学
ップ等の参加状況、 習の時間に実施した。
報告書、
生徒アンケ ・生徒の発達段階と学年
ート、進路実績）
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」
は、外部講師や大学生な
どを招き、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。
(2)進路閲覧室の活 ・進路閲覧室を利用し、
用状況はどうか。
主体的に情報収集をし、
（進路閲覧室使用
進路実現に向けて活用す
状況）
る生徒が増えてきた。

・今年度の取り組みから見え
てきた課題や教員間で共有
化したい課題解決のための
手立てなどをもとに各教科
で、課題解決の方法や身に付
けさせたい力を意識した授
業を各教科で作り、その結果
を検証していくような機会
をつくりたい。
・授業以外の教科指導の機会
をどのようにつくり、学校全
体のものとして充実させ、継
続的なものにしていけるか
について考えていく必要が
ある。

(その他)
特になし

・
「仕事の学び場」「インター
ンシップ」は時期や参加する
条件が多岐にわたる。希望す
る分野に参加させるため、情
報を正確に伝え、より多くの
生徒が参加できるよう、継続
的な取り組みが必要である。
・オープンキャンパスや説明
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。
・就職、進学それぞれの分野
で、３年生や卒業生の経験談
を聞かせる場を充実させ、進
路実現に向けて意欲を高め
させたい。
・複数の企業や学校を比較
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。
・進路閲覧室を昼休み、放課
後等より利用しやすく整備
していく必要がある。また、
一般受験を目指す生徒のた
め、入試問題集を購入するな
どの整備を行う。

(保護者)
・1 年次よりキャリアガイ
ダンスがあり、目標に応じ
た情報を得る事ができた。
・オープンキャンパスは、
夏休みの課題になっていた
が、本人の目的意識が低い
と効果が半減するので、事
前に目的意識を持てるよう
指導してほしい。
・三年生の体験談を聞く講
話では、親近感もあり心に
残ったようだ。良い取り組
みだと思う。

（学校評価）
・生徒の進路希望の実態を
把握し、特に四年生大学合
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)
・進路指導や学習ついて、
学校の職員が積極的に指導
する体制ができていると感
じる。

（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
に活性化させるための工夫
に取り組む。

(その他)
特になし

〈地域連携〉
(1) 地域や社会に貢献
できる人材の育成を目
指す。

(1) ≪①地域との連携・交流の推進
②地域との教育力の共有≫
・地域の自治会行事やボランティア活
動に積極的に参加させる。
・本校行事への地域の自治会参加など
交流機会を作る。

(1)地域行事やボラ
ンティアへの参加
による意識の変化
が見られたか。（ボ
ランティア参加状
況、生徒アンケー
ト）

・LHR を利用し、生徒全
員が地域清掃行った。ま
た、地域貢献デーや行事
の前後には部活動生徒や
委員会生徒が清掃活動を
行った。
・ハンズデーでは、保護
者や地域の方とともに、
生徒がデザインした庭造
りを行った。
・近隣小学校の運動会ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱに 10 名の生徒が参
加した。
・幼稚園では、子どもの
発達と保育選択者 33 名
が手作りのﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰを行
った。
・地域ケアプラザで吹奏
楽部・空手道部・書道部
延べ 75 名が定期的に交
流活動を行った。
・高齢者福祉施設で軽音
楽部 20 名が夏祭りﾎﾞﾗﾝﾃ
ｬｱを行った。
・地域夏祭りには吹奏楽
部 20 名が参加し、盛り上
げた。
・地域防災訓練に、生徒
有志が参加し、炊き出し
訓練を行った。
・夏休みこどもわくわく
体験講座を実施し、近隣
の児童に空手道・書道・
茶道の体験指導を行っ
た。
・風紀委員 10 名が近隣小
学校低学年児童に向け
て、防犯教室を行った。
・生徒会執行部で地域自
治会の防犯パトロールに
参加した。
・近隣小学校見学会にあ
わせ、生徒約 10 名が小学
生保護者との座談会を開
き、子育てについてのデ
ィスカッションを行っ
た。

・地域清掃以外のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動の意識を高めさらに参加
するよう、情報提供の工夫を
行っていく。
・ハンズデーでの取り組みに
生徒の企画を活用する事が
でき、有意義に終わった。今
後も活動を計画的に行って
いきたい。
・ここ数年、小学校との教育
力の共有の視点で、新たな取
組みを増やしてきた。今年度
は風紀委員会による防犯教
室を実施した。実施してきた
取り組みが定着したことか
ら、今後は、内容を充実させ
られるように準備を進めて
いく。
・地域の福祉施設でのﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱは、継続的に定着している。
今後は、各委員会や部活動が
様々な形で参加できるよう
にしていきたい。
・教育力の発信という事で 2
年目を迎えた夏休みこども
わくわく体験は、近隣の子ど
もたちの参加も増えてきた。
さらに広報活動を充実
させたい。

(保護者)
・地域の方と一緒に活動し、
触れ合う事は素晴らしいこ
とだと思う。今後も更なる
企画の充実と、一人でも多
くの生徒が参加できるよう
お願いしたい。
・保護者が積極的に学校行
事をサポートしていく雰囲
気になっていくとよい。
・積極的にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に参
加している生徒がたくさん
いる。
・自分より年齢の下の子ど
もたちと触れ合う事で、考
え方や行動がしっかりして
きた。
・学校の HP やメール配信
で、特別講座や検定の募集、
インターンシップの募集な
ど幅広い情報を流してほし
い。
・中学生に対しての学校説
明会は、生徒の参加もあり
雰囲気がよかった。

（学校評価）
・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
本校の様子や現状を理解し
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。
・近隣小学校との交流、連
携がさらに進み、生徒の地
域貢献への意識を高めるこ
とができた。

(学校評議員)
・地域の高齢化が進み、70
歳以上が 30％を超えてい
る。今後も地域ケアプラザ
と協働で連携活動を充実し
てほしい。
・防犯パトロールや日常の
声かけﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど生徒の
参加を活性化させてほし
い。

（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、ホームページ等
を活用する事で、さらにき
めの細かい情報提供を進め
ていく。

(その他)
特になし

(2) 開かれた学校づく
りの推進を目指す。

(2) ≪①積極的な広報活動と情報発信
②学校への理解深化の取組≫
・ホームページや掲示板を有効に活用
し、積極的な情報発信を行う。
・中学生に本校の特色を深く理解して
もらうために、わかりやすく丁寧な学
校説明会を行う。また、中学校訪問の
方法を工夫する。
・地域や保護者に向けた公開講座を増
やし、積極的な広報により参加者を増
やす。

(2)広報活動を的確
に実施すること
ができたか。
（掲示板の活用
状況、中学生ア
ンケート、公開
講座の実施状
況）

・毎月発行する学校だよ
りを通して、近隣や保護
者に向けて、本校の活動
状況を発信した。
・HP と近隣の掲示板に
て、学校だよりとせせら
ぎ通信を毎月掲示し、本
校取組みについて情報発
信した。
・公開講座紹介のﾊﾟﾝﾌﾚｯ
ﾄを中学校へ送付する事
で中学生や保護者の参加
が増加した。
・校内での学校説明会を
3 回実施し、例年より多
い約 1000 人の中学生及
び保護者が参加した。
・夏休みの部活動・授業
体験について、市内外約
90 校へ案内を紹介し、
200 名の参加があった。
・夏休みに近隣中学校約
30 校を訪問し、本校の特
色について説明を行っ
た。

・学校だよりとせせらぎ通信
による広報は定着している。
近隣への生徒の下校時間
や学校行事の周知について
は継続して行っていく。
・本校の取組みの最新情報を
HP で素早く発信していく。
・多くの参加者を募るために
公開講座についてのチラシ
を送付する事は継続してい
く。
・中学校訪問や学校説明会で
広報活動は生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活
用により充実しているため、
今後も継続していく。
・新校設立に向けて、移行期
間の取組みについて整理し、
広報を的確に行っていく必
要がある。

〈学校運営・学校管理〉 (1) ≪①事故・不祥事防止の徹底 ②
(1) 県民に信頼される 組織的な学校運営≫
学校を目指す。
・職員の意識を高めるために、定期的
な不祥事防止研修会を開催する。
(2) 生徒が安心して学 ・各グループ、学年ごとにこれまでの
校生活を送ることがで 事故防止の取り組みについて検証、精
きる学校を目指す。
査し、有効な事故防止策を策定する。
(2) ≪①防災意識の向上 ②安全対策
の強化、校内環境の整備≫
・防災訓練の場のみでなく、日常から
防災意識を高めるための情報提供をお
こなう。
・環境美化を推進するために、清掃用
具を充実させ、美化活動を積極的に推
進する

(1)県民から信頼さ
れる学校運営が行
われているか。
（研
修会の実施状況、職
員アンケート）
(2)生徒の防災意識
を育むことができ
たか。積極的な生徒
の活動参加が行わ
れたか。
（実施状況
および生徒、職員ア
ンケート）

・年間を通じて多くの事
故防止研修の機会を持つ
ことができた。
・6 月 3 日に大地震発生
を想定した避難訓練を実
施した。併せて交通機関
が止まった場合の徒歩に
よる帰宅経路の確認訓練
を実施した。
・9 月 3 日に「かながわ
シェイクアウト」に参加
し、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 日に実際に発
炎筒を使用して、煙によ
る災害死を防ぐ避難訓練
をおこなった。また、職
員間では有事の場合にど
の様な手順をふみ避難誘
導を開始させるか考える
機会を設けた。
・12 月に上中里団地自治
会の地域防災訓練に生徒
2 名と職員が参加し、地
域との連携を深めること
ができた。

・6 月の避難訓練は帰宅経路
の確認訓練だけでなく、生
徒・職員が地域の情報を知る
機会にもなり効果が期待で
きる。地区ごとに生徒が集合
することで地域への帰属意
識や連帯感がはぐくまれる
一面もある。
・シナリオによらない、臨機
応変に自ら考え行動する自
律型の避難訓練の機会を生
徒にも職員にも用意するこ
とが必要である。

(保護者)
特になし
(学校評議員)
特になし
(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。
・地域の防災訓練に生徒が
参加することができた。
（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
を継続的に進めるととも
に、地域住民の受け入れに
ついても検討していく。

