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平成 28 年度
視点

教育課程
１
学習指導

４年間の目標

（平成 28 年度策定）
①探求的な学習活動を通
して科学的リテラシー
と国際性を育成する教
育課程を編成する。
②生徒の主体的、協働的
な学びへの授業改善を
組織的に進める。
③特別活動等への生徒の
主体的な取組を推進す
る。

１年間の目標
① Ｓ Ｓ Ｈ 及 び理 数 教
育推進校に係る実
践研究を組織的・
計画的に進める。
② ア ク テ ィ ブラ ー ニ
ングの視点を取り
入れた授業実践に
取り組む。

取

組

の

内

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

容

校

内

評

価

総合評価（３月 31 日実施）

学校関係者評価

具体的な方策

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

（３月 25 日実施）

成果と課題

改善方策等

①ＳＳＨ推進委員会を定
期開催し、内容を全職
員で共有して円滑な運
営を行う。
②研修会の開催及び教科
による研究･協議等を
通して、アクティブラ
ーニングに取り組む。

①探究活動に対する生徒

①定期的に SSH 推進委員会を

①SSH 協力研究機関からの

・SSH の教育活動は多様な実

①SSH の教育活動は計画以上

①生徒が主体的に課題設

の意識が向上したか。

開催し、職員会議や書類配

助言や生徒アンケート等

践をしている。一方、変化

に実践できた。1 年生全員が

定し研究を行うために、

②生徒による授業評価結

付などにより、校内の情報

をもとに次年度のあり方

に戸惑いがある生徒もいる

課題研究発表を行い、「協働

課題設定までの指導段

果の向上につながった

共有を図ることができた。

を検討する。

ようだ。授業時間確保の中

的学びと発表力」について向

階、方法を改善する。グ

か。

研究成果発表会など生徒の

で教員･保護者が生徒とどう

上がみられた。コンテスト等

ローバル教育のフィール

領が求める学力、指導方

向き合うかが大切である。

で成果をあげた生徒もいる中

ドを積極的に開拓する。

法を学ぶため研修会を活

・生徒は学習･部活と忙しい

で、主体的な課題設定を行う

科学コンテストへの出場

性化させる。

中でよくがんばっている。

ことの重要性も把握できた。

機会を増やす。

会を 2 回開催し、全教科で

時間がないくらいの方が自

②授業改善の公開授業を３

②学力向上ワーキンググ

授業実践に取り組んだ。

分で時間配分を考える機会

回、研修会を４回実施し、生

ループを新規に組織し、

になるのではないか。

徒による授業評価では全教科

授業改善・学力向上の研

64 項目中 56 項目で評価が向

修会を年５回以上企画す

上した。

る。授業の質･量の向上の

意識向上が見られた。
②アクティブラーニングの視
点を踏まえた公開授業研究

②高大接続、新学習指導要

ため、教育課程編成の検
討を含め、教科会を活性
化する。
①個々の生徒に応じた支
援体制の充実を図る。
②部活動を通して生徒の
生きる力を育成すると
ともに、学習・進路活
動との調和を図る。

２

① 個 別 面 談 等を 通 し
て生徒のニーズを
把握し、教育相談
につなげる支援体
制を進める。

(幼児・児童・)
生徒指導・支援

①全校生徒を対象に、学
校生活アンケートを実
施し、生徒の具体的な
ニーズを把握する。
①ケース会議を活用して
情報の共有化を図り、
スクールカウンセラー
等を有効に活用する。

①アンケートの調査結果
を分析できたか。生徒
の学校生活に対する満
足度が上昇したか。
①ケース会議等を開催で
きたか。スクールカウ
ンセラー等の活用件数
は増えたか。

①学 校 行 事 へ の 満 足 度 が 高
い。学力向上、学習環境整
備へのニーズが高いことが
把握できた。
①服装規定、部活動規定を明
文化した。
②ケース会議を１回（前年度
0 回）、情報共有会 40 回、
ＳＣ相談件数は 44 件（前年
度 34 件）あった。これは、
教育相談への意識が向上し
たことによる増加とみられ
る。

①学習環境の整備は現在進
行中ある。学力向上は大
きな課題である。
②相談活性化のためのフロ
ーを新規に構築した。次
年度から運用し支援につ
なげる。

アンケートにより９割の生

①アンケートでは９割が学校

①施設や学習環境の改善

徒が満足していることは良

生活に満足している。施設、

を継続的に行う。SNS につ

い。スマホトラブルについ

学習などの課題の把握もで

いての教育は継続してい

ては、保護者の責任でもあ

き、可能な対応をした。部活

く。学校生活の中で学習

るが、学校でケアをお願い

規定を明文化し、学習指導と

時間の確保は継続課題で

したい。

の関連を図った。

ある。

②組織的支援体制構築のため

②新支援体制のフローに

に、教育相談フローを作成

則り、迅速かつ組織的に

し、定期観察と迅速な組織対

対応できるように運用す

応の環境を整えた。SC 相談件

る。支援のための研修会

数 10 件増、情報共有活性化

を実施する。生徒情報の

への効果があった。

共有を組織的に行ってい
く。

①生徒が社会との関連の
中で、自らのキャリア
発達を主体的に考える
指導の充実を図る。
②生徒の第一志望実現に
向けた進路指導体制の
充実を図る。

３ 進路指導・支援

① 進 路 に つ いて 早 く
から考えさせる工
夫を検討する。
② 講 習 や 夏 季・ 冬 季
のセミナーなど生
徒の学習支援の充
実を図る。
② 模 擬 テ ス トの 結 果
分析等を的確に行
い、進路指導の充
実を図る。

①卒業生講話の内容を工
夫する。
②学力向上の目的と課題
を明確にし、ニーズに
あった校内外の講習を
設定するとともに、生
徒への啓発を強化す
る。
②生徒に模擬試験の受験
を勧めるとともに、結
果の利用を進路指導に
活用するための研修会
を全学年で行う。

①講話後のアンケートは
好評であったか。
②講座の精選と拡充が図
られ、受講希望者が増
加したか。
②模擬試験の受験者が増
加したか。結果を個別
の進路指導に反映する
ことができたか。

①実体験を踏まえた卒業生の
講話は 90%超の生徒が参考
になったと回答した。
②講習の目的を明確にし、そ
れに沿った講座を設定した
ことで受講者数が増加し
た。（サマーセミナー８名
増、ウインターセミナー４
名増）
②各教科で模擬試験結果の分
析を行い、学習指導計画に
反映させた。１学年生徒対
象の模擬テストを１回増や
した。３学年の校外模擬テ
ストの受験者数が増加し
た。

①２学年全生徒を対象に本
校卒業生による横高未来
ナビを開催する。
②進学に直結した目標を定
めた講座を設置する。
②模擬テストの受験者数を
増加させる。
職員研修、情報交換会を
毎月行う。

進路は中学校からの関心も
高い。他地区との兼ね合い
もある中で生徒をどう鍛
え、送り出すかも問われ
る。早い時期に生徒に目標
を持たせる指導をお願いし
たい。

①卒業生講話は 90%以上の生
徒に好評であり、早期に進路
について考えさせる手立てと
して有効である。
②講習等の目的を昨年度より
明確にして開校したところ参
加者が少し増えた。更に改善
が必要である。
③希望制の模擬テストの受験
者は３年生で増加したが、
１，２年生対象には広報･指
導方法を検討する必要があ
る。教員による分析会は迅速
かつ定期的に行い、スキルを
磨くとともに全職員で情報共
有する必要がある。

①社会人講話（未来ナ
ビ）を希望参加型から学
年全体型に変更し、1 年生
から未来展望を考えさせ
る機会を増やす。学年の
発達課題に即して内容の
ポイントを定め、効果的
な企画を行う。
②講座の目標を志望系統
別に具体化し、講習後に
生徒に育成できた力を検
証する。授業では５教科
スタンダードを作成し目
標を明確にすることで意
欲を喚起する。
③効果的な模擬テストの
時期、内容を検討し、学
力の伸長度から模試のあ
り方を検証継続する。

①地域等との連携を深
め、信頼される学校づ
くりを推進する。
②地域の教育力を活用す
るとともに、地域に貢
献する教育活動を充実
させる。

① 生 徒 の 地 域活 動 へ
の参加を促す。
② 地 域 の 研 究所 や 事
業所と連携してＳ
ＳＨの教育活動を
展開する。

①地域で行われる活動へ
の生徒の参加を呼びか
ける。
② 学 校 設 定 科 目
Principia を通じて地
域の研究所や事業所で
生徒が探究活動を行
い、成果発表を行う。

①生徒の地域活動への参
加は増加したか。
②生徒の探求活動に対す
る地域の関心を高める
ことができたか。

①河川の清掃活動、海岸の清
掃活動等にのべ 78 人の生徒
が参加した。また、地域祭
りへの参加、地域絵画展へ
の出品、福祉施設でのボラ
ンティア活動など新規に３
件を加え、地域連携を拡大
した。
②協力研究機関から全面的な
協力を得て、生徒が課題研
究を行った。また、研究機
関主催のワークショップ等
に生徒が積極的に参加し
た。

①生徒会が中心となり部活
動単位での参加を呼びか
ける。
②SSH２年目に向けて、現
協力研究機関に SSH の課
題研究をより理解しても
らうとともに、協力機関
をさらに増やし、地域と
の連携を深める。
②小学生や中学生を対象と
する科学教室を実施す
る。また、地域の研究所
での企画に多く参加す
る。

SSH 関連でも地域貢献する機
会が増えている。地域を代
表する学校であり、進学の
みならず、社会のリーダー
の育成という面でも期待し
ている。

①あいさつ運動は部活動参加
に移行し始め活性化が図れ
た。新規に参加した２つの地
域行事も含め、年間で延べ 16
部活 500 名（全生徒の 60％）
が参加した。
②文化祭、研究機関等で小中
学生対象に科学部による実験
教室を、博物館、学会で地域
の方を対象に課題研究発表を
行い、好評を得た。

①現在の地域貢献、地域
参加の継続とともに、年
間を通して延べ参加人数
を増加させる。地域貢献･
参加の生徒企画を促す。
②SSH の活動で課題研究成
果や科学部の活動を通し
て、地域に科学への関心
を伝える活動を活性化し
ていく。次年度は校内に
SSH 委員会（生徒）を発足
し、活動の企画、運営が
できるよう指導してい
く。

すべての職員が教育環境
の変化に柔軟かつ迅速に
対応し、積極的に課題に
取り組む組織づくりを進
める。

教 育 課 題 に つい て 教
職 員 の 意 識 を高 め る
取組を進める。

・教育情報と課題の共有
化を図る。
・グループが主体となっ
た事故不祥事防止会議
を年６回以上開催す
る。

・情報発信の回数が向上
したか。
・不祥事未然防止に係る
教職員の意識向上が図
れたか。

・職員による不祥事防止会議
を 8 回開催した。啓発資料
を用いたセルフチェックを
行い、不祥事防止の意識向
上を図った。

・規定及び各業務のマニュ
アルを綴じこんだ職員ハ
ンドブックを作成する。
・教員の企画による各種研
修会を開催する。

校舎内や敷地が大きな割に
清掃状況はよい。校舎の改
修、改築がなされるとなお
よい。安心･安全な学校づく
りに向けて取り組んでいる
が、今後は非常時の対応も
含めいっそうの取り組み充
実を期待する。

・学校課題の抽出を行い、清
掃活動強化、部活動・服装規
定の明文化、支援教育改善、
防災訓練改善、施設の有効活
用、ICT 推進等に迅速かつ組
織的に取り組んだ。学習環境
整備は鋭意進行中である。職
員の共通理解のため新規に職
員ハンドブックを作成した。
・教職員からの改善提案、新
規提案が多く実現でき、学校
の課題改善とともに教育の活
性化が図れた。事故防止会議
を職員主体で開催した。

・環境整備を加速させ、
同時に ICT 環境の推進と
利活用を活性化するなど
主体的対話的授業推進の
ための条件整備を推進す
る。
・課題発見のため、情報
を定期的に共有していく
とともに、協働できる風
通しの良い職場環境を保
つ。復命研修など研修を
効率的に行う方法を検討
し、課題やニーズにあっ
た研修を行う。

４ 地域等との協働

５

学校管理
学校運営

