平成 31 年 4 月 10 日
学校名：県立鶴見高等学校

平成 30 年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果）
視点

１

２

４年間の目標
（平成 28 年度策定）

１年間の目標

取 組 の 内 容
具体的な方策

評価の観点

①学校として育成する ①学校として育成 ①定期テスト、ルーブリ ①全教科の定期テ
資質・能力を明確化 する資質・能力 ック、教材の共通化を ストを 100％共
し、生徒のニーズを を基盤に、生徒 より一層進めることに 通化できたか。
踏まえ、平成 30 年
が自らの課題を より、組織的な授業改
度より新たな教育課 発見し解決する 善に取組む。
①ルーブリックと
程で教育活動を行う 力を育む授業実
教材を共通にし
とともに、生徒が自 践を進める。
た公開研究授業
らの課題を発見し解
①神奈川県と国立教育政 を全教科で実施
決する力を育む授業
策研究所の指定事業を できたか。
実践を進め、課題発
軸として、授業改善の ①県と国立教育政
見・設定・解決する
PDCA サイクルを組織
策研究所の指定
能力を育成する。
的に運用し、その成果 事業の研究の取
をホームページ等で公 組を PDCA サイ
教育課程
開する。
クルの各段階で
学習指導
ホームページに
②学校行事や生徒会活 ②生徒が主体的に
掲載できたか。
動を通じて、集団と 学校行事・生徒 ②生徒主体の学校行事に ②生徒会を中心と
しての成長を促す取 会活動に参画す 計画的かつ効率よく取 した生徒たちの
組の構築・充実を図 ることを通じ
り組ませ、生徒に充実 学校行事への取
るとともに、生徒の て、集団として 感と達成感を持たせ
組状況と満足
キャリア諸能力の形 の成長を図ると る。
度。
成および豊かな人間 ともに、生徒の
力の形成を図る。
キャリア諸能力
の形成および豊
かな人間力の形
成を充実・精選
を図る。

校 内 評 価
達成状況

課題・改善方策等

①一部の科目で部分的な
共通化となった。

①クラスごとの進度の
確認のために、担当者間
で情報交換を今まで以上
に行う。
①第Ⅱ期の取組について具
体的な計画をたてる。
①文部科学省の動向を踏ま
えつつ新たなテーマを持
って研究をする。

①ルーブリックと教材を
共通にした公開研究授
業を全教科でのべ 40 回
程度行った。
①また３年間のまとめと
して「ハンドブック」
を作成した。各段階で
の掲載はできなかった
が、年間のまとめを掲
載した。

学校関係者評価
（３月 16 日実施）

改善方策等

①定期テストにおいて一部の
科目で部分的な共通化にと
どまったものの、全体的に
共通化が進んだ。各担当者
の授業進度が異なることは
あっても、鶴見高校の授業
としてのスタンダードを意
識した授業展開が重要であ
る。
①全ての教科でルーブリック
を活用した研究授業を実施
するなど、実践を踏まえた
リーフレットをまとめ、全
県へ発信したことは大きな
成果である。

①年間指導計画を基に科目の
担当者間で本校の生徒に応
じた学習内容の精選、アプ
ローチを検討し実践する。
１年間を見通した定期試験
の範囲を想定し、授業を展
開する。

②学校行事を成功に導くよう
サポートし、生徒自身の振
り返りや課題発見につなげ
ることができた。来年度は
生徒が主体的にそれらの課
題に取り組むよう支援す
る。

②生徒が様々な場面で次の活
動への意欲を持続できるよ
う魅力あるプランの提示、
ヒントを示す等生徒の主体
的な取組を支援する体制の
充実を図る。

①校内委員会を中心として生
徒支援チームを構築し、早
期対応が速やかかつ適正に
行えるようになった。
①ＳＳＷ、ＳＣとの連携を図
り、教育コーディネーター
を配置し、学年ごとの教育
相談体制をより充実する必
要がある。

①各学年ごとのアンケートの
実施結果や相談等の情報が
速やかに支援チームに伝わ
る体制を構築する。外部人
材の活用、卒業後を見通し
た支援を確実に行う。

②耐震老朽化対策工事や 55 分
授業による場所や時間の制
限があったが、各団体の活
動の工夫により大会参加回
数や大会成績に大きな影響
はなかった。限られた範囲
の活動の中でより良い成績
を出すことが課題である。

②外部の施設の利用や週休日
の使い方を工夫する。校内
外の連絡調整を的確に行
う。体力的・経済的負担に
配慮し、週休日の外部での
活動は計画的に慎重に実施
する。

①３年間の高校生活を踏ま
え、定期考査、模擬試験、
GTEC 等の資格検定試験や学
校行事を中心にポートフォ

①引き続き、高大接続改革の
動向を注視し、多様な受験機
会に対応できるよう該当学年
やグループにおいて組織的に

②生徒が各活動の振り返り
で、それぞれの課題を発
見し、それらを生かすこ
とができるよう支援をし
ていきたい。

①生徒指導・生徒支援 ①キャリア諸能力 ①教育相談コーディネー ①教育相談コーデ ①支援チームを中心とし
を一体的に捉え、丁 及び人間力の形 ターの配置と生徒支援 ィネーターを各
て行った教育相談やア
寧な生徒理解のもと 成につながる生 チーム、支援のための 学年に配置し、
ンケート等の実施によ
に、より質の高い基 活指導基本方針 アンケート等や校内委 支援のためのア
り、支援体制の充実を
本的な生活習慣の確 に基づく丁寧な 員会の充実を図り、生 ンケート等を活
図ることができた。
立や学習環境の整
生徒理解のも
徒の小さな変化につい 用して生徒の支
備、マナーや規範意 と、全教職員の ても速やかに情報共有 援体制ができた
識の向上のために、 共通理解を深
し、支援が必要な生徒 か。
教職員の共通理解を め、具体的な対 に対してきめ細かく対
持った指導・支援体 応を組織的に進 応する。
生徒指導
制を確立する。
める。

①各学年に教育相談コーデ
ィネーターを配置し、学
年ごとに支援体制が組織
化することで、より速や
かな対応を図る。

②生徒の自主的な活動 ②部活動の活性化 ②55 分授業の実施や耐 ②校内外との連絡 ②耐震老朽化対策工事の
の場としての部活動 に向けた支援を 震老朽化対策工事の影 調整の推進によ
影響で活動場所の制限
に対する支援の充実 充実させるとと 響ができるだけ小さく り、各部活動は
はあったが、外部施設
を図るとともに、個 もに、個別生徒 なるように、校内外と 平成 29 年度よ
等の活用により、大
別生徒の課題解決に の支援体制の充 の連絡調整を図り、各 り多く、各種コ
会・コンテストへの参
向けた支援体制の一 実をさらに進め 部活動の各種コンテス ンテスト・大会
加の減少を防ぐことが
層の充実を図る。
る。
ト・大会への参加を促 へ参加すること
できた。
進する。
ができたか。

②時間や場所の制限はある
が、部活動をより活性化
させ、大会やコンテスト
で実績を残し、生徒の自
信につなげていきたい。

・スライドは生徒の笑
顔がとても印象的で
ある。これは生徒指
導の成果ではない
か。
・生徒が自分自身に自
信を持つと、学びや
生活への意欲がわ
く。鶴見高校の卒業
生は在校生にとって
良いモデルになる。
先輩を見て後輩は良
い影響を受け、お互
いの良いところを引
き出し合い、生徒は
ソフト面で成長でき
る。

①生徒のキャリア諸能 ①卒業後の自分の ①高大接続改革の動向を ①学習履歴をポー ①入学当初より定期考
力の形成および豊か 姿や将来の自己 注視し、多様な受験方 トフォリオに蓄
査、模試や学校行事を
な人間力の形成を図 の 在り方やビ 法に対応できるよう
積することがで
中心にポートフォリオ
り、社会に貢献する ジョンを持たせ に、学習が深まる
きたか。
に学習の記録や振り返

①引き続き、学習活動
や行事の記録と振り返り
を行っていく。記入する
内容の充実を図る。

・社会で仕事をするに
は、地頭が必要であ
る。対人コミュニケ
ーション能力や課題

進路指導
３
・支援

成果と課題

・４年間の目標の最後
にある課題発見・設
定・解決能力の育成
に関して、教員の取
組の成果のみ記載が
ある。生徒の能力形
成に関しても評価す
べきである。
・生徒の能力は、個々
の教員が授業におい
て、ルーブリックを
活かした総括を行う
ことで、その成果を
読み取れるのではな
いか。
・課題発見、設定、解
決能力の育成は、短
期で成果が出るもの
と、長期間かかるも
のがある。生徒の能
力を教員がどう読み
解くかが大切であ
り、評価において、
どう判断するかは難
しい。資質・能力を
どう表すか考える必
要がある。

②生徒会が中心となり委
員会や学校行事を成功
させることができた。
振り返り等で次年度へ
の意欲を感じる。

・支援

総合評価（３月 31 日実施）

①第Ⅱ期の研究へ向けての準
備を着実に行い、具体的な
実践事例をまとめ他校での
授業改善の参考に供する。

視点

４年間の目標
（平成 28 年度策定）
人材を育成する。

②個々の生徒が将来の
生き方・働き方、将
来の社会参画の在り
方について考え、そ
の具現化のための
「個々の生徒の目標
とする進路実現」を
図る。

４

５

１年間の目標

取 組 の 内 容
具体的な方策

評価の観点

校 内 評 価
達成状況

る取組の充実を PDCA サイクルを確立
りを入力し、改善を図
図るとともに、 させ、ポートフォリオ ②「総合的な学習
った。
「個々の生徒の への学習履歴の蓄積や の時間」に探究 ②例年並みではあるが、
目標とする進路 課題研究の取組を充実 活 動を取り入
上級学校、外部組織と
実現」に取組
させる。
れることができ
連携して、多様な学習
む。
たか。
活動ができた。
②授業・定期テス ②「総合的な学習の時 ②平成 29 年度よ ②文芸コンクールや税の
ト・学力テス
間」の年間指導計画の り多く、各種大
作文で入賞をした。
ト・模擬試験に 見直による、探究活動 会やコンクール ②全学年に英語４技能
対する意義や目 の充実を図り、その成 に参加すること
GETC の受験を実施し
標を明確に持た 果を AO 入試や公募制
ができたか。
た。実施に向けて、日
せ、主体的に学 推薦試験に活用する。
頃の授業や長期休業期
ぶ意欲の喚起に
②全校生徒に英語
間の課題などを通して
取組む。
②引き続き各種大会やコ 資格検定試験を
主体的に学ぶ意欲を喚
ンクール、資格検定試 受験させ、その
起し、自学自習時間の
験に積極的に取り組ま 成果を進路実現
改善が見られた。生徒
せ、多様な進路実現に に活用すること
日々の進路実現に活用
つなげる。
ができたか。
できる成果につながっ
た。有効に活用するこ
とができた。また進路
実現に向けた各学年の
模擬試験を実施した。

①地域・同窓会・保護 ①地域・同窓会・ ①神奈川らしいコミュニ ①神奈川らしいコ ①コミュニティ・スクー
者との協働・連携を 保護者との協
ティ・スクールの実現 ミュニティ・ス
ルは、２つの部会を持
通じて多様な教育活 働・連携の充実 に向けた準備に計画的 クールの実現に
つ組織を計画してい
動を展開するととも に取組む。
に取組むことでキャリ 向けた準備を進
る。
に、適切な情報発信
ア教育等に生かす。
め、年間計画を
を図り中学生・地域
作成することが
のニーズに応える開 ①学校説明会､オ ①平成 31 年度に学校評
できたか。
かれた信頼される学 ープンスクー
議員制度が学校運営協 ①平成 29 年度よ ①学校ホームページの
地域等と
校づくりを進める。 ル、学校ホーム 議会制度に変わること り頻繁に学校ホ
「学校概要」等を最新
の協働
ページなどのさ を踏まえ、部活動や学 ームページを更
のものに更新した。
らなる充実を図 校行事等において、地 新し、可能な限
中学生向けの説明会、
る。
域に開かれた取組を充 りすべての保護
オープンスクールにつ
実させる。また、学校 者向け文書を
いて、ホームページで
の取組をホームページ 「まち comi」
情報発信した。
や「まち comi」等を
で発信すること ①「まち comi」への登録
活用して地域、保護者 ができたか。
数の増加に努め、随時
に発信していく。
発信をした。
①高校教育に求められ ①県立高校改革 ①業務を精選し、解決す ①解決すべき課題 ①会議の見直しなどの業
る教育活動を生徒の
基本計画およ べき課題の優先順位を の優先順位を決
務改善に努め、生徒と
状況に応じて推進
び実施計画に 決めて重点化してその めて重点化する
向き合う時間の確保に
し、教職員一人ひと
基づき教育活 解決に取組む。
ことができた
つなげた。
りがチャレンジとコ
動の改革推進
か。
ンプライアンスを旨
を図るととも ①校内グループウェアの ①校内グループウ ①校内グループウェアの
とし、業務改善およ
に 、 業 務 改 利用を促進し、朝の打 ェアの利用を促
利用により、朝の打合
び事故・不祥事ゼロ
善・不祥事防 合せや会議時間の短縮 進し、朝の打合
せ等の短縮が図れた。
を実現するために、
止に取組む。
を図る。
せや会議時間の ①各学年でもホワイトボ
学校管理
明るく風通しのよい
①ループウェアやホワイ 短縮を図ること
ードを活用し、業務の
職場環境を醸成し、 ①耐震補強・老
トボードを効果的に活 できたか。
見える化を行った。
学校運営
地域・保護者・生徒
朽化対策工事
用して、業務の見える ①ホワイトボード
に信頼される学校を
による教育環
化を進め、明るく風通 を効果的に活用
目指す。
境への影響を
しのよい職場環境を醸 して、業務の見
最小限にとど
成し、事故不祥事防止 える化を進める
める。
を徹底する。
ことができた
か。

課題・改善方策等
②今年度の取組をふまえ、
発展させながら次年度以
降の「総合的な探求の時
間」に取組む。
②英検、GTEC などの各種検
定試験やボランティアや
コンクールなどに積極的
に参加、挑戦するよう働
きかける。
②各種大会やコンクール、
資格取得等についても組
織的な支援により積極的
な取組を喚起し、組織的
に生徒個々の進路実現に
繋げる。
②生徒の目標とする進路実
現をふまえて、英語４技
能 GETC や他の英語資格
検定試験の計画的な受験
や受験の継続性、活用で
きる成果の向上が今後の
課題である。

①「クラブ活動」等、更新
していないところがある
ので、更新していきた
い。
①「まち comi」が全生徒、
保護者に活用されるよう
に取組む。

①さらなる業務の改善を目
指し、働き方改革を実践
していく必要がある。
①校内グループウェアを学
年の打合せ等にも利用で
きるように検討していく
必要がある。
①ホワイトボードのより効
果的な使用方法を検討し
ながら、さらに業務の見
える化に取組む。

学校関係者評価

総合評価（３月 31 日実施）
成果と課題

改善方策等

発見・解決能力の育
成に力を入れ、３年
間で伸ばして欲し
い。
・文化祭や体育祭の評
価において、生徒に
よる課題発見や解決
の成果を入れてもよ
いのではないか。
・GTEC の取組を続ける
事は手段であり、目
的ではない。GTEC を
手段とすることで、
生徒の自主学習時間
は増加したなど、生
徒の意欲向上に役立
ててほしい。

リオに学習の記録や振り返
りを入力した。生徒自身が
PDCA サイクルを意識するこ
とで、学習活動等において
主体的に取組む姿勢が見ら
れた。今後は個々の生徒の
目標とする進路実現に、高
校生活での蓄積を繋げてい
くことが課題となる。
②上級学校や外部機関と連携
し多様な学習活動を行っ
た。また、全学年で英語 4
技能 GTEC の受験を実施し
た。実施に向けて、日々の
授業や長期休業期間の課題
などを通じて主体的に学ぶ
意欲を喚起し、自学自習の
改善が見られ、生徒個々の
進路実現に繋がった。今後
は３年間を踏まえたより計
画的な取組が課題である。

学習の深化を図る。PDCA サ
イクルを確立し、活動の意図
を明確に伝え、様々な手法を
活用して、コミュニケーショ
ン能力や課題発見・解決能力
の一層の育成に努める。

・コミュニティ・スク
ールを活用し地域と
作るイベント等を開
催してもらいたい。
・地域の財を生徒に還
元して頂きたい。
OGOB や地域の人と触
れ合い、将来の目標
となるモデルを見つ
ける仕組みを作って
もらいたい。
・部活動の実績は吹奏
楽部の地域の活動な
ども記載したほうが
良い。

①「神奈川県立鶴見高等学校
コミュニティ・スクール」
の組織を学校評価部会・地
域連携部会の 2 部会からな
る学校運営協議会として策
定した。
①学校ホームページの「学校
概要」等を最新のものに更
新し、中学生向けの説明
会、オープンスクールにつ
いて、ホームページで情報
発信した。しかし、地域や
同窓会との連携に課題が残
った。

①コミュニティ・スクールと
して学校の既存のグループ
や同窓会・ＰＴＡ等の組織
との関わりを考慮しなが
ら、実効性の高い組織作り
を目指す。
①「クラブ活動」等、これま
で更新が偏りがちな部分を
定期的に更新するような仕
組みを作るとともに、生徒
の地域での活動なども掲載
していく。
①ＰＴＡからの情報も加え、
「まち comi」の発信を増や
し、登録者数の増加に努め
る。全生徒・保護者に活用
されるよう取組む。

・不祥事防止のために
生徒との素直なコミ
ュニケーションを制
限するのではなく、
相手とのやり取りの
中で判断して頂きた
い。言葉を選ぶこと
に執着するのではな
く、相手との関係性
を築いておくことが
重要である。
・近年のネット社会で
は、生徒自身が存在
を認められていると
実感できることが大
切である。
・働き方改革は生徒と
向き合う時間を増や
すために大切であ
る。

①会議の時間は短縮され、そ
の分生徒対応の時間を増や
すことができた。55 分授業
への移行により、放課後の
生徒対応の時間が少ない
分、さらなる業務改善を行
う必要がある。
①朝の打合せは短縮され、朝
の SHR の時間の確保がされ
ている。

①業務分担の見直しも含め改
善に努める。55 分授業に移
行し 2 年目となる。検証を
行い、必要な改善に取組
む。
①生徒対応の時間を十分確保
するとともに、教材研究、
担当者間の協議など授業改
善の取組に力を注げるよ
う、職員の働き方改革に引
き続き取組む。

（３月 16 日実施）

②GTEC の取組とともに、他の
英語検定試験や各種大会・
コンクール、資格取得等に
ついても積極的な取組を喚
起し、生徒個々の進路希望
実現に繋げる。
②生徒一人ひとりが自分の進
路を具体的にイメージでき
るよう様々なモデルを提示
し、生徒の希望実現に向け
た進路研究を支援する。3 年
間を見通した到達目標を示
すことで必要な学習習慣の
確立を促す。

