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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

課題・改善方策等

生徒の多
様な特性
等に対応
した魅力
ある教育
課程を編
成する。

①生徒の人間としての調和
の取れた育成をめざし、適
切な教育課程の運用及び改
善に取り組む。
②多様な選択や学習機会を
提供し個々の生徒に応じた
教育活動を展開する。
③人権尊重の理念を理解さ
せ個性ある豊かなこころを
育成する。

・生徒一人ひとりの特性
やニーズに応えた教育
課程の編成、運用が行わ
れたか。
・個々の生徒に応じた教
育活動が展開できたか。
・生徒が進路希望等に応
じた科目選択ができた
か。

・３学期制に移行し、生徒一人ひ
とりの学習状況を的確に把握で
きるようになり、より効果的な指
導を行うことができている。
・入学者選抜の選考基準の変更と
ともに入学者に占める女子の比
率が大きくなるなど生徒の在籍
状況が大きく変化したのを機に、
生徒の学習時間や学習内容に関
するアンケート調査を実施した。
・生徒の進路希望に対応できない
不成立講座の対象人数が１年生
で５名、２年生で 10 名であった。
個々の状況を踏まえ対応した。

・３学期制移行にともなう学習活動の
変化を把握し、より適切な指導を行う
ことができるよう、年間学習計画の見
直しを行う必要がある。
・次年度以降の２年生選択科目の授業
のあり方を検討するため、今年度の状
況をしっかり検証する必要がある。
・学習に関するアンケート結果の分析
を行い授業改善、進路指導等に結び付
けていく必要がある。
・生徒の進路希望に対応できるよう選
択科目の精選を行い、進路指導の充実
を図る必要がある。不成立講座を選択
した生徒へは、放課後の補習等で対応
予定である。

生徒の自
主性を育
み、社会性
を身につ
けるため
の生徒指
導を充実
させる。

①基本的な生活習慣を確立
させるとともに、命の尊重
に関する教育を推進する。
遅刻指導、交通安全指導、
通学路指導、身だしなみ指
導に重点を置く。
②教職員間、教職員と生徒、
生徒相互のコミュニケーシ
ョンの充実を図り、豊かな
人間づくりを推進する。ま
た、心の悩みやストレスを
抱える生徒などを支援する
取組みをより充実させ
る。
③生徒ひとり一人が互いの
存在を認め、協力出来る良
好な人間関係を築き、充実
した学校生活が送れるよう
生徒を支援する。

・規範意識が高まり生徒
が社会人としての意識
を高めることができた
か。
・遅刻指導を前年度より
充実させられたか。
・規則正しい生活習慣の
向上が図れたか。

・規範意識の向上としてバス乗車
マナー等、通学マナーを指導し、
生徒は安全・安心・快適に登校し
ている。
・校舎移転を機に遅刻指導に学校
全体で取り組み昨年度に比べ、遅
刻者を 26％(１月現在)減少でき
た。
・いじめ防止アンケートを通して
生徒間の悩み、ストレスに対する
支援を行った。
・教職員には３日間の健康相談や
メンタルヘルスを行い、生徒支援
がスムースに行えるようにした。
・身だしなみ指導２年目に入り、
頭髪に関しては、染髪等の生徒が
少なく落ち着きがあると地域・保
護者から評価を得ている。

・荒天時や行事の後など一部の生徒の
通学マナーの悪さが見られる。今後も
きめ細かい指導を継続して行う。生徒
会との連携も考えていく。
・今年度後半より身だしなみ指導と登
下校指導をあいさつ指導とをあわせて
実施する方向で全職員でり取り組む。
・健康相談では、特に教職員からはな
かった。
・１回目、２回目共にいじめ防止アン
ケートや面談では、特に生徒からいじ
め事案はあがってこなかった。
・本年度は、移転前の活動を参考にし
て清掃活動地域を設定したが、今後地
域の自治会長等と連携しながら清掃地
域を調整する。

(保護者)
・選択科目について生徒がどのくらい理解
して選んでいるかが、保護者としては不安
に感じる。進路があまりはっきりしていな
い時期に決めるのには、事前に調べておく
必要があることを保護者たちに周知して欲
しい。
・進路実現のための教育課程編成の展開を
お願いしたい。
(学校評議員)
・授業を受けている態度がよく、わかって
いる生徒が教える学び合いの授業は良かっ
た。
・レベルアップ講座の今後の展開は、どの
ようにするのか。
(その他)

学校評価

（学校評価）
・今回の学習に関するアン
ケート等を分析し、生徒の
学習活動に反映できるよう
適切な年間学習計画の策定
を行う。
（改善方策等）
・新カリにおける教育課程
全般の検証とレベルアップ
講座等、生徒に対応した授
業内容を検討し、充実させ、
効果的な指導を図る。
・継続的な学習、積み重ね
の学習を学校目標等に位置
付け、手立て等を検討する。
・３年経った入学者選抜の
選考基準等の振り返りや分
析を行い生徒に対応した教
育課程の検討を行う。
(保護者)
（学校評価）
・他の高校と比べても身だしなみ（制服の ・学校生活全般にわたり、
着用の仕方）や頭髪についてはしっかりし 継続的な指導が目に見える
ていると感じられる。あいさつについても 形で実を結んでいる。
できていると感じられているので、学校の ・社会規範を身につけた生
指導でよい方向に向いていると思う。
徒を育てるために従来の頭
(学校評議員)
髪指導に加え服装の指導を
・頭髪に落ちつきがみられるようになった。 徹底す るこ とが 重要であ
・生徒指導の充実は、保護者に安心感を与 る。
える。そんな視点から教育活動を考えて欲 （改善方策等）
・各部活動が、より積極的
しい。
に地域貢献活動やボランテ
(その他)
ィア活動に参加できるよう
条件を整備する。
・部長会や生徒会の主体的、
自主的に活動できるよう指
導する。

学ぶ力を
着実に身
につけさ
せ、学力の
向上を図
る。

①確かな学力向上のため教
科会や研究授業、公開授業
を実施する。
②指導力の向上を目指し授
業研究教科会などを活用し
て組織的に授業改善に取り
組む。
③生徒に年間指導計画を提
示し授業の目的を明確にす
るとともに、授業内容や評
価の観点を理解させ学習意
欲を高めていく。

・授業改善のための授業 ・夏季休業中に全 41 講座を開講
研究教科会を年間９回実 し、延べ 393 名の生徒が参加し
施することができたか。 た。昨年度に比較し、開講講座
・公開授業を年間２回
数・受講生徒数ともに増加させる
実施することができたか。
ことができた。
・生徒につけたい力を明
確にした研究授業を、全 ・生徒の学力向上に向けた授業改
職員で実施し、授業評価 善に資するために、公開授業を３
を年間２回分析し、授業 回、授業研究教科会を９回実施し
た。
改善に役立てることが
できたか。
・６月に初任者による研究授業、
・長期休業中等の講習・ 11 月に５年経験者研修対象者に
補習で、前年度を上回る よる研究授業を実施した。また、
３５講座以上を設定し、
生徒による授業評価も７月およ
３５０名以上の参加が
び 12 月に実施した。
できたか。

(保護者)
・校舎移転により、夏季休業中により良い
環境で学習ができたと思う。
・授業研究の更なる充実を期待したい。
(学校評議員)
・学び合いの授業形態など生徒主体の学び
の実現に向けて取り組んで欲しい。
(その他)

（学校評価）
・授業研究教科会の協議を
充実させ、教科を基本とし
た授業改善を図る。
（改善方策等）
学習習慣の確立や自己の立
ち位置の分析がなされてい
ない。進路サポートととも
に学校教育計画を検討して
いく。
・外部講師による観点別評
価等の説明会を設定する。

生徒一人
ひとりの
可能性を
見据えた
キャリア
教育を推
進する。

①２１世紀を担い、社会貢
献できる人材育成教育を推
進する。
②インターンシップやボラ
ンティア活動への参加を促
進し、生徒が自分の将来の
生き方について考え主体的
に進路選択ができる能力や
態度を育む教育を推進す
る。
③学校外の教育力を活用し
て生徒に幅広い教養を身に
つけさせるとともに、生き
る力を育てる。
④講演会やガイダンス、校
外学習などの学びの場を設
定しキャリア教育を充実さ
せる。
⑤公共物の大切さ・日常で
の清掃活動の大切さを理解
し、実践する力の育成を推
進する。
⑥積極的に社会参加する能
力や態度を育成するためシ
チズンシップ教育を推進す
る。
⑦部活動の活性化等、生徒
が生き生きと活動・活躍で
きる環 境づく りを 推進す
る。

・生徒の進路実現にむけ
て、一人ひとりの生徒
に対して充実したキャ
リア支援ができたか。
・インターンシップ、ボ
ランティア活動などへ
の参加者が前年度目標
を上回る 70 人を越え
たか。
・校外学習やガイダン
ス、講演会等を実施し
て、生徒に学びの場を提
供することができた
か。
・校内の安全・美化点検
と清掃活動の取組みが
しっかりできたか。
・部活動加入率80％を
達成できたか。

(保護者)
インターンシップの参加については、参加
したかったが締切りが過ぎていて参加でき
なかったという声を聞いている。是非、広
報活動をお願いしたい。
・間門小学校との「あいさつタイム」は今
後も立野高校として続けて行って欲しい取
り組みの一つである。
(学校評議員)
・インターンシップ、ボランティア活動等
３年間を見通したキャリア教育を検討して
欲しい。
・１年生の早い段階から自己の進路につい
て考える場を与え自己実現できるようにし
て欲しい。
(その他)
(中学校 PTA 訪問 14 校アンケート）
・生徒の挨拶が良かった。
・子供達に挨拶しましたが、素通りされて
しまったのが何回かあり残念だった。

（学校評価）
・総合的な学習の時間で外
部講師を積極的に活用しな
がら、生徒の進路選択を十
分に支 援す るこ とができ
た。
（改善方策等）
・生徒の進路希望実現のた
めに、３年間を見通したキ
ャリア教育の構築や教育課
程との効果的なサポート体
制を確立する。
・ボランティア活動を日常
的、継続的に支援する仕組
みを構築する。
・今年度「部長会」が発足
したが、生徒の主体的な活
動を検討し充実させる。
・卒業生や教育実習生を活
用したキャリア教育の検討
を行う。

・生徒の学習ニーズや意欲にあった講
座を、放課後等も有効に活用しながら
幅広く実施できるよう、来年度に向け
て検討する必要がある。
・長期休業中の講座については、左記
のとおりの結果であった。生徒の学習
ニーズや意欲を把握し、さらに幅広く
実施できるよう、来年度に向けて検討
する必要がある。
・２回の公開授業や授業研究教科会の
協議の機会を有効に活用し、生徒によ
る授業評価の結果等を踏まえながら具
体的な授業改善の検討を行う。
・授業時間確保の観点から研究授業を
通常授業と平行して行い、全職員での
研究授業参観は難しい。授業のビデオ
を撮影し、授業の振り返りを行うなど、
有効的な研究授業のあり方を検討する。
・インターンシップの昨年度の参 ・部活動や講習に参加していた生徒が
加者は 42 名だったが、今年度は 説明会などに参加できずインターンシ
25 名であった。
ップ参加を断念したり、締め切り後に
・本年度よりボランティア活動推 申し出たりしていたので、説明会の回
進の一環として「ボランティアバ 数を増やすなど、校外学習やインター
ンク」を発足した。現在は、PTA ンシップについてのガイダンスの充実
と協働して「朝の声かけ運動」と を検討する。
隣接している間門小学校と連携 ・「あいさつタイム」「見まもり活動」
した「あいさつタイム」「見まも は、10 月に野球部が参加するのを機に、
り活動」を行った。学童支援活動 運動部活のほとんど全ての部活が行っ
の「はまっ子」でダンス指導を行 た。また、地域老人会主催行事への参
った。（２月現在活動参加延べ数 加など地域に活動の幅を広げた。現在、
239 名）
活動の中心が３年生なので１、２年生
・３月 19 日に間門小学校１年生 への活動の輪を広げていくことが課題
に防犯教室を生徒会執行部、ボラ である。
ティア生徒とで実施した。
・３年間を見通した講演会の日程調整
・各学年ワークシートを作成し、 等を行った。また、体育館、視聴覚教
自己発見、自己実現に向けた学習 室、プレゼンテーションルーム、進路
を行った。常に事後指導を行い振 室等の活用を検討し、新たにスクリー
り返り学習を実施した。また、１ ンを設置するなど教育環境の整備を図
年生は、進路適性検査も実施し り、学びの場を充実させる。
・本年度入学生は男子 69 名、女子 170
た。
・部活動加入率は、昨年度に比べ 名と昨年度から２年続けて大幅に女子
が増えたため、男子部活の部員確保が
0.3％増の 74.7％である。目標を
難しい状況にある。「部長会」を中心に
達成できなかった。
新入生オリエンテーションの「部活動
紹介」の内容や女子運動部の活性化に
ついても検討する。

地域に開
かれた、信
頼される
学校づく
りを推進
する。
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①講演会など保護者や地域
住民と連携した教育活動を
行う。
②学校説明会の内容を充実
させ、中学生や地域に向け
て効果 的な情 報発 信を行
う。
③ホームページの更新によ
って学校の行事の様子や新
校舎の様子をタイムリーに
発信する。
④学校評価システムによる
学校運営の工夫・改善を図
ると共 に保護 者・ 地域の
方々から協力を得るなど地
域・社会と歩む学校創りを
進める。

・近隣の学校や企業等外
部機関との連携を行
い、保護者、地域住民等
と充実した活動ができ
たか。
・学校説明会で各回 500
名以上の参加者があり、
内容の充実ができたか。
・学校の活動を年間 12
回、定期的に更新でき
たか。
・学校運営に学校評議員
や保護者・地域からの評
価、意見を反映させるこ
とができたか。

①安心して学習に取り組め
るように、校内外の環境を
点検し必要な整備を行う。
②自らのいのちを自らの力
で守るための防災に関する
教育を推進する。
③事故・不祥事を防止する
意識を徹底し、事故・不祥
事ゼロを目指す。

・生徒が安心して学べる
環境整備に努められた
か。
・防災訓練や防災教育の
実施が効果的に行えた
か。
・不祥事防止研修会を、
年間６回実施できたか。

・パシフィコ横浜で実施した全公
立展でリーフレットを 2,853 枚
配付した。
・南地区公私合同説明会参加者数
は 555 名であった。
・６月～９月の中学校 PTA の学
校見学校数は 14 校であった。
・学校説明会は２回実施し、どち
らも 500 名前後の来校者があっ
た。３回目の学校説明会を 12 月
13 日に実施した。
・中学校へ１年生が高校での学校
生活の報告をするとともに広報
活動も兼ねて行なわせた。
・地域貢献活動として６月 26 日
(木)５校時、３年生が通学路等、
学校近隣の清掃活動を行った。
１、２年生は 11 月６日（木）５
校時に実施した。
・ホームページの更新を行い、移
転や行事についての情報を発信
した。今後、学校評議員や保護者
に向けて評価・意見を受け易くす
るために１年間の教育活動の動
画・静止画を撮り貯めている。
・本牧間門校舎の落成式を５月
31 日（土）に実施し、地域の方々
を含め 342 名の来場者があった。
・文化祭では、PTA の委員会が
福祉施設との連携で作成された
物品を販売した。
・校舎出入口にマットを配置し
砂、水の持込を抑制した。各クラ
ス２本のモップを配備し簡易に
清掃ができる体制づくりをした。
・新校舎における初めての防災避
難訓練を８月 28 日(木)に実施し
た。
・事故防止研修会を 19 回実施し
た。また、グループでテーマを決
めて研修会を企画し、意識啓発を
行った。
・日々の清掃に対し教職員・生徒
が一丸となり取り組んだ。

・全公立展での配付総数は昨年度より
減った。確実に１人に１枚を渡したた
めで説明会への参加者、参加校は増え
ているので今後の受検生のニーズ等を
踏まえ内容を検討する必要がある。
・ホームページについて地域からの意
見や要望がある。さらに、リアルタイ
ムな情報の発信をする。
・生徒会の生徒を中心に近隣地域の｢見
まもり活動｣を実施する。
・PTA の活動と生徒の活動との連携を
図りたい。

・マット、モップの実効性や費用につ
いて検証する。また、業者清掃の導入
について協議するなど、環境整備に関
して予算を含めた改善策を検討する。
・防災避難訓練の日程については、次
年度の年間教育計画立案で改善する。
・グループにおけるテーマ別の事故防
止啓発活動の活性化の検討を行う。
・校舎の現状を維持できる清掃体制や
方法の検証を行い、環境美化と生徒の
健康・安全を推進する。

(保護者)
・これから受検シーズンに向けて受検生よ
り保護者がホームページを見る機会が増え
ていくので、行事など生徒たちの生き生き
した姿が多くアップされると良いと思う。

（学校評価）
・PTA が文化祭等の学校行
事に積極的に協力し、生徒
会の活動に貢献した。

・今はスマホやタブレットで簡単に見られ
るのでリアルタイムでの更新をお願いした
い。
(学校評議員)
・ホームページの改善や更新を増やし、教育
活動の発信をお願いしたい。
・１年生の中学校への派遣時期については、
検討が必要である。
(その他)
(中学校 PTA 訪問 14 校アンケート）
・説明会において「学校概要説明」「スライ
ドによる学校紹介」「校内見学」「全体とし
て」の全ての質問項目に対して高評価を得
た。

（改善方策等）
・地域に対して保護者との
連携を広報できるようにし
ていく。
・ホームページの活性化や
更新を図り、教育活動を発
信していく。
・広報用のビデオの作成を
再検討し内容やあり方等を
見直す。

(保護者)
・学校目標等であるように職員の指導や生徒
の努力のおかげで、校内はきれいに使われて
いる。これからも生徒たちが、学校を大切に
する気持ちを持ち続け、その気持ちを後輩に
引き継ぐようにさせたい。
(学校評議員)
・業者のマット等を導入しての環境美化の工
夫は良いと思う。生徒への環境教育をお願い
したい。
(その他)
（中学校 PTA 訪問 14 校アンケート）
・新しいだけでなく、ごみが落ちていないの
で清掃がしっかりされていると思いました。
・生徒にとって良い環境で学べる事が素敵だ
と感じられました。

（学校評価）
・安全・安心・快適な学校
生活が送れるように、更な
る検証を行う。
（改善方策等）
・職員対象の AED の使用
等の研修会を実施した。職
員対象 の研 修会 について
は、実施時期や内容の検討
を行い、生徒対象の救急講
習会も実施していく。
・クラスの生徒を中心にし
た清掃活動の充実、部長会
等の組織を活用した清掃活
動を検討していく。

