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提出日：平成

30 年 4 月８日

学校名：県立横浜修悠館高等学校

平成 29 年度
視点

１

教育課程
学習指導

４年間の目標
（平成 28 年度策定）

１年間の目標

取 組
具体的な方策

学校評価報告書（目標設定・実施結果）
の

内

容
評価の観点

・生徒が将来にわ
たって主体的に学
び続ける意欲や探
究心を高め、自ら
を伸長させること
ができるよう、教
育課程編成や授業
改善に取り組む。
・学校行事や生徒
会活動等を充実さ
せ、自立と社会参
加に必要な力の育
成を図る。

・幅広い学習ニー
ズに対応する多様
で柔軟なＩＴ講座
の改革に取り組
む。

・平成 30 年度の通信制運
営総合情報システムの更
新に向け県教委と連携し
ながらどんな生徒でも履
修しやすいＩＴ講座の環
境を整える準備をしてい
く。

・スマートフォンや
タブレットでも使う
ことができるように
して、学び直しや進
学に向けた発展的な
学習など、どんな生
徒にもより充実した
学習内容を提供でき
たか。

・多様化する生徒
の実態を踏まえ、
学びたい生徒が安
心して学ぶことが
できる環境を作
る。
・生徒一人ひとり
の個に応じた支援
体制の充実を図
る。

・必要な情報を適
宜周知徹底するこ
とで、学びの活性
化や安心な学校づ
くりを目指す。
・多様化する生徒
について、実態の
的確な把握及び分
析により、合理的
配慮の理念に基づ
く効果的な支援を
行う。

・インフォメーションシ
ステムや「横浜修悠館通
信」、ホームページ等を
活用して情報を適切に発
信することで、特別指導
案件の未然防止を行う。
・SC、SSW、精神科校医に
よる相談体制、保護者教
育相談会、個人面談月間
等を活用することで相談
体制の充実を図り、TRY 教
室、架け橋教室、悠ルー
ム等の利用を促すことに
より生徒の学習活動が、
順調に行えるよう支援を
行う。

・特別指導の延べ件
数が昨年度より減っ
ているか。
・TRY 教室、悠ルー
ム等、延べ 750 回以
上の利用。

・職業観・勤労観
の育成を図るとと
もに、生徒のニー
ズに対応した進路
指導を実現する。

・担任やキャリアアドバイ
ザーと連携を取りながら、
保護者も含めたキャリアガ
イダンスルームの活用を促
し、生徒個々のニーズに応
じた進路相談の充実を図
る。

２ 生徒指導・支援

・卒業予定者のうち
キャリアガイダンス
ルーム利用者の割合
が増加したか。
・卒業予定者以外の
生徒のキャリアガイ
ダンスルーム利用者
の割合が増加した
３ 進路指導・支援 ・ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育を ・生徒の自立と社
・修悠館サテライトの広報
会参加を目標に、
か。
推進し、多様な生
外部機関との連携 に力を入れ、生徒の継続的 ・一社あるいは一校
徒の自らを伸長さ
を充実させる。
利用を促す。
でも受験した生徒が
せる可能性を引き
全員内定あるいは合
出す支援体制の構
・特別な教育的ニーズを有 格することができた
築を図るととも
する生徒の進路実現のた
か。
に、生徒一人ひと
め、個別の支援計画の活用
・生徒が社会的・
職業的自立に向け
たキャリア発達を
意識できる就労支
援・進学支援の充
実を図る。

校

内

達成状況

評 価
課題・改善方策等

学校関係者評価
（２月 20 日実施）

総合評価（ ３月 28 日実施）
成果と課題
改善方策等

・システム更新チ
ームを中心に平成
30 年度実施に向け
既存システムの改
良、改善を行っ
た。
・新システムに登
載する新たな動画
コンテンツを各教
科で作成した。ﾏﾙﾁ
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ化を進
め、今まで不可能
であったｽﾏｰﾄﾌｫﾝか
らのシステムアク
セスを可能にし
た。
・特別指導の件数
は前年比 64%(14
件/24 人→9 件/11
人)。未然防止指導
の効果が上昇。
・TRY 教室利用者
数が前年比約 130
名増。学習支援面
での充実が目立っ
た。TRY 教室、悠
ルーム等の利用状
況についても、目
標の 750 回を上回
る成果。
・健康診断受診率
向上に取り組み、
検診対象者数に対
する受診者数の割
合で、約 10 ポイン
トの増加を達成。

・システムの更新によ
り、発展的学習が出来る
ようになるが、運用面で
問題点が出た場合にすみ
やかな対応ができるかが
課題である。

・様々な IT 環境の家庭
に対応できるようなシ
ステムを構築したこと
を評価する。

・ＩＴ講座を利用する
生徒はもちろん、平日
や日曜講座を受講して
いる生徒にも学習進度
や出席できなかったス
クーリングの動画コン
テンツを手軽に閲覧で
きるシステムを構築で
きた。新システムスタ
ートにより、運用面で
問題点が出た場合のす
みやかな対応が課題と
なる。

・多様な学習ニーズに
応える履修環境を整え
ることができた。今後
は、新システムを活用
し、学習意欲の高い生
徒、非活動生や学習が
進まない生徒にどのよ
うに単位修得をさせる
か、生徒が減少してい
る中、学務グループな
どが中心となり、学校
全体で取り組んでいく
必要がある。

・件数が減少したが、重
い事案もあるため、未然
防止の取組範囲を広げる
必要がある。
・SSW の利用方法･利用
意義の周知を図り､SSW
の一層の活用を行う。
・TRY 教室、悠ルーム等
の利用案内･利用状況を
周知し､学校における生
徒の居場所作りや学習活
動のいっそうの活性化を
行う。
・生徒の健康の維持･増
進のため､健康診断の実
施形態等について､引き
続き創意工夫を行う。

・未然防止の効果は見ら
れた。ただ、Web 上のや
りとりや、生徒が抱える
問題に起因するようなト
ラブルに関しては発見、
未然防止が難しい現状も
ある。
・様々な手段による相談
体制の充実を図り、TRY
教室、架け橋教室、悠ル
ーム等の利用を促すこと
により生徒の学習活動
が、順調に行えた。た
だ、中には単独では支援
手段にスムーズにつなが
れない生徒もいる。ま
た、いっそうの支援手段
の利用促進に向けて、PR
方法、PR 機会の増加につ
いて再検討を要する。

・支援ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽなどを活
用しながら教員間の情報
共有を密にすること、日
頃から生徒への声かけや
保護者との連携により生
徒の背景をつかむことに
より、効果的な未然防止
策を用いる。
・各種支援について、
PR 方法や PR 回数など
の再検討が求められてい
る。また、何らかの事情
があり通常の利用形態で
は不十分な場合について
は、利用希望者との情報
交換や柔軟な調整が大切
である。

・卒業予定者のｷｬ
ﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑＡ利
用率は前年比 6.2
ポイント増、同Ｂ
は 4.9 ポイント
増。(２月末)
・卒業予定者以外
のｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑ
Ａ利用率は前年比
0.2 ポイント増、
同Ｂは 10.4 ポイ
ント増。(同)
・就職受験者 13
名中､内定者 10

・ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑにつ
いて､HR や進路説明会
での呼びかけ､｢修悠館
通信｣｢進路通信｣､ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ､HP 等を通じ
て周知し､利用を促す。
・就職活動開始前に三
者面談を行うとともに､
きめ細かいカウンセリ
ングの手順を工夫する｡
・修悠館サテライト利
用に関して､利用生徒の
声をｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑで紹
介し、自発的な利用を
促す。

・地域にいてずっと見
てきたが教員の指導に
より、以前と比べ落ち
着いた学校になった。
・子育てに関する役割
が薄れる家庭が多い
中、TRY 教室、修悠館
サテライトの役割は大
きい。
・きめ細かい支援を行
っていることは評価で
きる。生徒が、自発的
に支援を受けに行きた
くなるようアピールし
て欲しい。
・生徒・保護者が動く
のを待つのではなく、
通信紙に色をつける工
夫をし、学校が保護者
を巻き込んで活動を活
性化させてはどうか。
・生徒が支援策を自発
的に利用ができるよう
になるには、スクーリ
ングやＨＲでの一人ひ
とりの生徒の状況把握
が不可欠である。

・各種の呼びかけによ
って、ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑ
Ａ・Ｂの利用率を増加
させることができた。
保護者の利用について
も周知を行うことがで
きた。さらに生徒・保
護者の利用を促してい
く必要がある。
・修悠館ｻﾃﾗｲﾄ利用によ
って状況が改善したり
展望が開かれたりする
事例から職員間でｻﾃﾗｲﾄ
の評価が高まったこと
により、相談件数が 273

・ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑの利
用率は増したが、就職
内定者数は減った。生
徒の意識や適性を早い
段階で把握し、本校が
持つ様々な支援チャン
ネルへつなぐととも
に、卒業後の継続的支
援の場を提示する必要
もある。ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙ
ｰﾑＡ・Ｂともに、呼び
かけを工夫して利用を
促していく必要があ
る。

りがお互いを認め
合う人権意識の涵
養に努める。

４ 地域等との協働

５

学校管理
学校運営

・地域や外部機関
との連携・協働を
推進し、地域を信
頼するとともに、
地域に信頼される
学校づくりを進め
る。

・施設訪問・地域
貢献活動や地域の
祭り等の行事への
参加を通じて地域
との連携を深め
る。

・生徒が将来にわ
たって自らを伸長
させる可能性を最
大限に引き出すた
めの、教員の能力
向上や意識改革を
図る。
・すべての職員が
教育環境の変化に
迅速に対応し、前
向きに課題に取り
組む学校文化を形
成する。

・文科省委託「多
様な学習を支援す
る高等学校の推進
事業」の経過を共
有しつつ，成果の
取りまとめに取り
組む。
・日常生活と同

様に，学びにお
いても子どもた
ちが ICT を手段
として活用して
いくことを目指
して，教育の情
報化を加速す
る。

により、就労支援、社会参 ・修悠館サテライト
加への支援をいっそう充実 の、のべ相談件数が
させる。
昨年度並みの 200 件
以上。
・個別の支援計画を
作成した生徒の就
労、または社会参加
95%以上。

名｡縁故就職２名｡
(同)
・修悠館ｻﾃﾗｲﾄの
べ相談件数 257 件
（同）。
・個別の支援計画
に基づいて関係機
関との連携やイン
ターンシップ等を
実施｡個別の支援
計画を作成した生
徒の卒業後の進路
の実現･支援機関
へのつなぎは
100%。

・近年、就労支援サー
ビスや就労を取り巻く
各種制度も充実しつつ
ある中で、生徒の進路
も多様化している。引
き続き、生徒の実態と
ニーズに応じ、適切な
情報提供を行うととも
に、いっそうの支援の
充実に努めたい。

件、１日平均 3.4 件(年
度末)と増加した。支援
が必要な生徒に利用の
機会が行き渡るようｷｬﾝ
ｾﾙ対策を講じる必要が
ある。
・個別の支援計画を作成
した生徒についての就
労、社会参加への支援
は、インターンシップが
前年度より 1.5 倍以上に
なるなど順調に推移し
た。潜在的なニーズのあ
る生徒への PR が今後の
強化すべき課題である。

・各種支援と連携して
いることから、修悠館
ｻﾃﾗｲﾄの活用方法が多
様になってきている。
更なる有効活用に向け
て各種支援が円滑に連
携できるよう配慮す
る。
・個別の支援計画を作
成しての就労または、
社会参加への支援につ
いて、希望している生
徒及び保護者への周知
の努力をいっそう強化
していく。

・外部資源と連携し、専門
相談員が常駐する相談セン
ター，またスクールカウン
セラー，スクールソーシャ
ルワーカー，キャリアアド
バイザー等、校内外の支援
資源との連携を推進して各
種相談・支援の情報を共有
し、重層的支援を図る。ま
た、生徒への学習支援を外
部機関との連携を通して展
開し，生徒一人ひとりの学
習にとってより良い効果が
得られるシステムを構築す
る。
・スクーリング（授業）に
おけるＩＣＴ活用につい
て，教員へのサポートを推
進する。
・生徒が本校のｅラーニン
グシステムを有効に活用し
た学びを展開できるよう，
サポートを行う。

・文科省委託事業
の成果として，外
部資源と連携した
重層的支援システ
ムのモデルを構築
した。
・支援システムを
活用した生徒が３
名志望大学に合格
した。
・全国高等学校通
信制教育研究会で
の発表を始め，16
件の視察受入を通
して校外に，生徒
理解や若者支援，
他県における先進
事例の校内研修，
保護者セミナーを
通して校内で成果
を共有した。
・スクーリングで
のＩＣＴ活用を日
常的に実施。
・理科においてｅ
ラーニングシステ
ムでの修得率を実
施した全ての科目
において向上さ
せ、他の学習形態
よりも高い修得率
を実現した。
・次期ｅラーニン
グシステム（30 年
度~）の構築を行っ
た。

・委託事業による研究終
了後も､重層的な支援を
教育活動へ落とし込み、
継続させていく。

・外部資源と連携した
重層的支援システムの
モデルを構築すること
ができ、さまざまな状
況の生徒の進路実現に
つながった。
・また、本校での先進
的な取り組みを、全国
に発信し、この国の高
等学校通信教育充実に
向けて取り組む多くの
方々と情報共有でき
た。校内においても全
職員が情報を共有し、
保護者との連携も行え
た。
・教育の情報化につい
て、スクーリングにお
いて日常的に ICT の活
用が図られるようにな
った。ｅラーニングシ
ステムでの遠隔教育に
ついても一定の成果を
上げることができた。
・課題として、通信教
育で学ぶ生徒がコミュ
ニケーションスキルを
向上させる指導法の開
発、新ｅラーニングシ
ステムを活用した「学
校に行けない子どもた
ち」へのサポートの充
実がある。

・研究開発した重層的
な支援システムを、日
常の教育活動で効果的
に機能するよう引き続
き研究を続けて、平成
30 年 3 月告示の次期学
習指導要領による教育
課程の編成に生かして
いくとともに、新たな
課題の解決に向けた研
究開発にも挑戦し、多
様な生徒への一層のサ
ポートに取り組んでい
きたい。

・外部資源と連携し
た重層的支援システ
ムのモデルを構築で
きたか。
・外部資源との連携
を通して学習支援を
受けた生徒が進路実
現できたか。
・校内の先進的な取
り組みを，校内外で
共有できたか。
・普通教室でのスク
ーリングにおいて、
日常的にＩＣＴの活
用が図られたか。
・ｅラーニングシス
テムを活用した講座
の単位修得率が向上
したか。
・次期ｅラーニング
システム（30 年度
~）の構築が支障なく
行えたか。

・通信というとＩＴ環
境の整備に目が行きが
ちだが、社会で生きて
いくために、生徒が対
人関係を結ぶコミュニ
ケーションスキルを身
・引き続き，学習意欲の につけられるよう、ソ
高い生徒を育てる支援Ｉ ーシャルワーキングト
ＣＴを活用して行う。
レーニングを取り入れ
たスクーリングを長期
的視野で試みてほし
・引き続き先進的な取り い。
組みを発信できるよう､
学校全体で努力を続け
る｡

・学校独自で整備したＩ
ＣＴ機器の維持，管理を
適切に行う。

・新ｅラーニングシステ
ムを適切に活用し，いっ
そうの教育効果をあげ
る。

