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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

学校関係者評価

学校目標
具体的な手立て

評価の観点

達成状況

生徒の学
習意欲向
上及び学
力向上の
ための学
習支援体
制を構築
する。

・教育課程の編成、教材等の ①生徒の学習に対する ①教材等の工夫や授業の ・生徒のニーズにあった
工夫、授業の改善によっ
意欲が高まり、自主
改善によって、生徒の
教育課程を編成する。
て、学習に対する意欲を
性を伸ばすことがで
意 欲 の 高 ま り が 見 ら ・グループ学習や発表な
高めるとともに、自ら学
きたか。
れた。
どにより、生徒の主体
び考える態度を育てる。
②「授業研究」「授業参 ②授業研究、他校の授業
的な取組を一層促す。
・「授業研究」「授業参観」
観」「他校の授業見
見学により、教職員の ・授業における課題を明
「他校の授業見学」によ
学」を生かし、多く
意識が高まるととも
確 化 し 、「 わ か る 授
り授業改善に努め、生徒
の生徒が自ら参加す
に、授業の工夫につな
業」を推進していく。
参加型の魅力ある授業を
る授業づくりができ
がった。
追求する。
たか。
③「生徒による授業評価」
・「生徒による授業評価」を ③「生徒による授業評
を２回実施し、その結
活用し、「わかる授業」を
価」の結果を分析し、
果について保護者に
実践する。
各教科で目標を定
報告するとともに、教
め、授業改善を進め
科で話し合いを持ち、
ることができたか。
授業改善に努めた。

(保護者)
・分かりやすい授業が行われていると
いう評価があった一方で、科目、教
員によって分かりやすさにばらつ
きがあるとの指摘もあった。

キャリア
教育を充
実させる
と共に、学
校生活を
通して自
主・自立の
態度を育
成する。

・朝自習、平常補習、長期休
業中の補習、各種検定試
験や模擬試験に積極的に
取り組むよう促し、生徒
の学習意欲を高める。
・校外見学や体験型授業、進
路講演会などを総合学習
の一環として計画的に位
置づけ、生徒一人ひとり
が進路目標の実現のため
に努力するように働きか
ける。

(保護者)
・概ね、キャリア教育によって生徒が
将来の進路を定めることができた
旨の回答が寄せられたが、保護者と
の相談の機会を増やして欲しいと
の要望もあった。
(学校評議員)
・今までに比べて進学先がレベルアッ
プしてきている。進路指導や学習指
導が成果を上げていると思う。
(その他)

①各種補習や模擬試
験・検定試験を計画
的に実施し、適切に
学習を支援できた
か。
②進路講演会や校外見
学など外部の教育力
を活用して実施でき
たか。

・補習、講習、検定試験
などを通し生徒の学
習意欲を向上させた。
・面談週間で生徒一人ひ
とりに対してきめ細
やかな指導を行った。
・1 学年全生徒対象の大
学見学、進路講演会な
どで進路決定への意
識づけを行った。
・神奈川大学の高校生向
け公開講座、湘北短期
大学によるコミュニ
ケーション研修会、予
備校出前授業など外
部の教育力を活用す
ることができた。

学校評価

課題・改善方策等

・早い時期から受験を意
識させ、一般受験への
動機づけにつながる
ように、模試の実施計
画を改善する。
・長期休業中の大学見学
のあり方について見
直しを図っていく。

(学校評議員)
・着実に学力の底上げができているよ
うに思う。
・ベテラン教師と若手の教師がそれぞ
れの持つノウハウを共有して授業
力アップに繋げて欲しい。
(その他)

（学校評価）
・「生徒による授業評価」において、
すべての項目で 3.0 以上の評価
が出ており、概ね生徒が意欲的
に学習に取り組んでいる。
（改善方策等）
・生徒の「思考力･判断力･表現力」
を育成する授業を、教科全体で
取り組めるような体制を整えて
いく。
・毎日の家庭学習が 30 分以内とい
う生徒いう生徒が 6 割を越える
状況を改善するために、家庭学
習の習慣を身につけさせる取組
を行っていく。
（学校評価）
・3 年間を通じてのキャリア教育の
成果が、生徒の進路結果に出て
きている。今後も個々の生徒の
進路実現を目標に指導を行って
いきたい。
（改善方策等）
・保護者に対する進路説明会や進
路についての保護者面談の機会
を増やし、今以上に、保護者へ
の情報提供を充実させていく。
・AO 入試や推薦入試希望者が増加
する中で、小論文や面接指導を
充実させつつ、チャレンジ精神
を持って一般入試に挑戦できる
生徒も着実に育てられるような
指導にも力を入れていく。

社会の一
員として
の自覚と
責任ある
行動がと
れるよう、
生活習慣
の確立を
図る。

・交通安全指導、特に自転車
事故防止に関して、地元警察
署や PTA などと連携し、生
徒一人ひとりの交通マナー
と意識の確立を図り、交通事
故ゼロを目指す。また、学校
生活における基本的生活習
慣の確立を図るとともに社
会の一員としての自覚を高
める。
・人権尊重の精神やいじめ防
止に努め、自他相互の理解の
上に立った精神の涵養を図
る。また、講演会等をとおし
てネット社会における正し
い知識・マナー・モラルの涵
養を図る。

① 交通事故の減少が図
れたか。また、遅刻
者数の減少を含めた
生活習慣の確立が図
れたか。
② 教育相談や講演会等
をとおしていじめの
ない健全な心身の育
成と生活習慣の確立
が図れたか。

① あ ら ゆ る 機 会 に お い ・引き続き地元警察書や
て、生徒に交通安全の注
PTA と連携し、交通安
意を行い、地元警察暑と
全推進を進めるとと
の連携による定期的な交
もに、講演会、安全教
差点での指導を行ったこ
室を定期的に実施し
とで重大事故等を防止す
ていく。
ることができた。しかし、 ・遅刻指導や服装、頭髪
生徒の交通マナーの意識
指導を通して生活習
の向上は十分に果たせな
慣の確立と社会性の
かった。
涵養を図る。
② い じ め 問 題 に つ い て ・学校生活の様々な場面
は、年２回のアンケート
で、いじめ（ネット上
や面談をとおして、生徒
でのものを含む）防止
の意識の向上が図れた。
に努め、人権尊重の精
また、SNS 等インターネ
神の涵養を図る。
ット問題についての講演
会やあらゆる機会に注意
をすることにより、生徒
の意識が高まった。

(保護者)
・基本的な生活習慣の確立のための指
導について特に服装指導、頭髪指導
についてはしっかりと行われてい
るとの評価が寄せられた。
(学校評議員)
・生徒達によるクリーンキャンペーン
（地域清掃活動）が毎年行われてい
る。地域との繋がりを持つ事が大
切。今後、自治会との共同作業も視
野に入れてもらいたい。
・学校の近くの交差点が歩車分離にな
っていて危険。関係機関に改善要請
してみてはどうか。
・基本的な生活習慣が確立した生徒が
多い。
(その他)
・基本的な交通ルールを守るようにし
てもらいたい。通学路に関する危険箇
所については検討していきたい。

（学校評価）
・3 年間の皆勤者 20 名以上、1 年間の
皆勤者 100 名以上で、基本的な生活
習慣は確立している。
・生徒指導上の課題はほとんどなく、
地域からも礼儀正しい生徒が多い
と評価されている。
（改善方策等）
・個々の課題を抱える生徒に対する教
育相談ができる環境を整え、担任だ
けでなくチームとして対応できる
体制を作っていく。
・SNS による誹謗中傷、いじめ、個人
情報の掲載など、多様化するネット
上での課題に対応できるように校
内体制を整えていく。

幅広い学
習ニーズ
に対応し、
グローバ
ル化した
社会を逞
しく生き
抜く力を
身につけ
た生徒の
育成を図
る。

・多文化共生教育・国際理解
教育を浸透させるにあたり、
教員の研修体制の確立、教材
の開発、指導方法の研究を進
め共生化社会の担い手とな
る生徒の育成に努めると共
に教職員の意識向上を図る。
・ユネスコスクールネットワ
ークの一員として国内、国外
の学校と交流を進めていく。
・英語コースの特色をアピー
ルする学習プログラム、活動
プログラムの開発を進める。

①国際理解教育に係わ
る研修会、研修事業
等に職員が参加でき
たか。
②様々な活動へ生徒の
継続的・積極的参加
を促せたか。
③国内外のユネスコス
クールなどとの交流
ができたか。
④英語コース独自のプ
ログラムを実施でき
たか。

①②在県生徒とその他の
生徒の交流を深め、多文
化共生・国際理解に学校
全体で取り組んでゆく。
他校の教員との情報交換
ができた。
③主に国内の学校との交
流ができた。
④ユネスコスクール活動
へ英語コースの生徒が参
加した。

(保護者)
・グローバル教育は本校の特色の一つ
でもあるが、保護者にはまだあまり
浸透していない。学校全体で特色が
わかるようにしてもらいたい旨の
指摘があった。
(学校評議員)

（学校評価）
・ユネスコスクール事業、海外姉妹校
交流、英語宿泊合宿、留学生の受入
などを通じて国際理解教育を推進す
ることができた。
（改善方策等）
・英語コースの解消に伴い、今までの
英語コースの教育活動を学校全体で
の取組に発展させるような校内体制
を整えていく。
・グローバル教育の取組を、保護者や
地域の方々にもっと理解してもらえ
るよう、学校 HP などを活用してい
く。

保護者や
地域と協
働、連携し
た教育活
動を進め
る。

・地域の幼稚園・保育園・小・ ①地域の教育機関など
中学校との間で部活動、委員
と生徒・教員が交流
会活動・有志などの生徒を中
プログラムを実施で
心にした交流活動を進めて
きたか。
いく。
②広報媒体を有効活用
・様々な広報媒体を活用して
し情報の発信ができ
学校行事を保護者に広報し
たか。
積極的な参加を促していく。 ③効果的に学校説明会
・学校説明会を実施し本校の
を実施できたか。
特色を中学校および地域に
広く広報していく。

・在県生徒の進路指導に
ついての体制作りが
必要作りである。
・校内へ ESD 教育を広め
る努力が必要である。
・英語コースの成果を学
校全体のものにして
ゆくことが今後の課
題である。

①社家小交流会、ユニク ・HP 更新について、速
ロ服のチカラプロジェク
やかに情報公開が出
ト、陸上部指導等を通し
来る人員の確保と体
て地域の学校と交流した
制を整える。
②HP の情報更新につい ・アンケートをもとに、
て、月 1 回以上の頻度で
説明会に参加する生
更新し、新しい情報を発
徒・保護者にとって必
信することが出来た。
要な情報の精選と提
③合同説明会 2 回、単独
供に努める。
説明会 3 回（8 月、11 月、
12 月）を実施した。他に
中学 3 年生対象に個別説
明を随時行った。

(その他)
・国際理解学習に生徒が熱心に取り組
んでいる様子を見学できた。今後、
国内外の学校とのネットワーク化を
進めていければ良いと思う。

(保護者)
・本校が地域社会に対してその活動を
アピールしていると評価している
保護者がいる一方で、学校からの連
絡が家庭に届いていないと指摘す
る保護者も少なくない。
(学校評議員)
・学校の活動を紹介しているＨＰを今
後関心を持って見ていきたい。
(その他)

（学校評価）
・部活動や生徒会活動を通じて、地域
の小学校などとの交流を活発に行っ
た。また、清掃活動などの地域貢献
活動も評価されている。
（改善方策等）
・生徒の活動がよりよくわかるように、
今以上に学校 HP による情報提供に
努める。
・学校からの連絡が保護者に確実に伝
わるように、まちコミによる伝達を
適宜利用するなどの工夫をしてい
く。

地域に対
応した防
災教育を
進めると
ともに安
全対策を
強化する。

①海老名市、地域社会などと
連携した防災計画を策定し、
災害時への対応に備えると
共に、学校施設の非常時対応
計画を作成する。
②海老名市との共同防災訓
練や地域防災訓練への参加
などを通して緊急時の対応
を準備する。
③生徒の通学時、学校滞在時
における安全性について検
証を進める。

①地域社会、行政機関な
どと共同で防災訓練を
実施できたか。また防災
計画を策定できたか。
②学校施設の安全性を
チェックできたか。
③学校生活の中で防災
教育を実施できたか。

①③1 年生を対象に海老
名市消防局、市役所、
ＰＴＡと合同で防災
体験訓練を実施した。
②PTA と合同で校内の安
全点検を行った。
地域自治会の避難訓
練に参加し避難所開
設に関する話し合い
を行った。

・訓練項目、体験項目を
再検討し震災時に必要最
低限の取り組みができる
ようにしたい。
・登下校時における大地
震に対する対応を生徒一
人一人が適切に行えるよ
うな防災教育の実施が今
後の課題になる。

(保護者)
・1 学年が全員参加で実施している防
災訓練が効果的であるとの評価が
多く寄せられた。
(学校評議員)
・有馬高校も地域の避難場所になるの
で、その対応についても話合ってお
くことが必要。
(その他)
・市は小学校と災害時における避難所
開設に関する打合せを既に行ってき
ている。今後、高校ともこうした打
合せをしていければと考えている。

（学校評価）
・海老名市と連携した防災訓練は保護
者から高く評価されている一方、地
元自治会と連携には課題が残ってい
る。
（改善方策等）
・高校が地元住人の方々の避難場所と
してどのような貢献ができるのか、
今後さらに検討し、連携を深めてい
く必要がある。
・防災訓練だけでなく、日常の授業の
中で防災意識を生徒に喚起していけ
るよう努める。

