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殿
提出日：平成

31 年 ４月２日
学校名：県立横浜修悠館高等学校

平成 30 年度
視点

１

教育課程
学習指導

２ 生徒指導・支援

４年間の目標
（平成 28 年度策定）

１年間の目標

・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。

〇多様な学習ニー
ズに応える環境が
整った。新システ
ムを活用し、在籍
生徒全員に学習に
つなげる自立を促
す積極的な支援を
学務グループなど
が中心となり、学
校全体で取り組
む。

・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。

〇学校生活のルー
ルを、生徒の状況
に応じた適切な方
法で周知すること
で、安心安全な学
習環境を保つ。

取 組 の
具体的な方策

学校評価報告書（目標設定・実施結果）
内

(1)新ｅ-ラーニングシステ
ムにより、学習進度の確認
やコンテンツの活用が容易
にでき、学習意欲の高い生
徒はもちろん、学習が進ま
ない生徒にも担任と連絡を
密にして、単位修得に向け
た支援体制を整える。
(2)年度途中に復活する生徒
の履修条件の見直しを行
い、卒業への道筋を整え
る。

(1)いじめ等防止基本方針
に基づいた様々な取組を適
宜行う。
(2)情報の適切な発信と並
行して、掲示物の整理等で
情報の精査を行い、生徒が
情報を受け取りやすい環境
〇多様化する生徒 の整備を行うことで、生徒
の実態把握によ
指導の未然防止と学校ルー
り、合理的配慮の ルの徹底に努める。
理念に基づく効果
的な支援を行う。 (3)SC、SSW、精神科校医
による個別相談会、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支
援体制の充実を図るべく PR
の機会を増やす。
(4)TRY 教室、架け橋教室、
悠ルーム等の利用を促す
PR を工夫することによ
り、生徒の学習活動が順調
に行えるよう支援を行う。
(5)生徒の実態を把握し、
職員が適切な支援先につな
げるため群会議及びデータ
ベースを活用する。

容
評価の観点

校
達成状況

(1)担任、生徒双
方で学習進度の
確認をし、連絡
を取り合うこと
で単位修得に至
った生徒が増え
たか。
(2)10 月復活や編
入生の履修可能
単位数や履修科
目の制限を変更
することで卒業
要件に適した履
修登録をする制
度ができたか。

(1)新システム導入（ア
クセス数１月現在、延
べ 29,733 件）によ
り、全ての生徒が学習
進度の確認が容易にで
きるようになった。さ
らに、担任からの連絡
などにより、活動が進
まない生徒も含め、活
動率が 72.0％から
76.6％に向上した。
(2)10 月復活生や編入生
の履修可能単位数を 10
単位から 15 単位に増加
させ、体育などの履修
制限を変更したことで、
早期に卒業可能とする
制度を再構築できた。
(1)いじめ等防止基本方
針に基づいた様々な取
組を適切な時期に行う
ことができた。

(1)いじめ等防
止基本方針に基
づいた様々な取
組を適切な時期
に行ったか。
(2)特別指導件
数を減らすこと
ができたか。
(3)相談支援体
制の充実のため
の PR の機会が
増やせたか。
(4) TRY 教室教
室、架け橋教
室、悠ルーム等
の利用回数、延
べ 800 回以上の
利用。
(5)職員が多様
化する生徒の実
態を把握し、情
報共有するため
に、群会議及び
データベースを
有効活用できた
か。

内

評 価
課題・改善方策等
(1)通信制における単位
修得条件を理解し、活
動できる生徒は増え
た。さらに、促進させ
るため、来年度以降、
新システムへのアクセ
スの方法を周知して数
の動向を注視していく
必要がある。
(2)10 月復活生や編入
生の履修登録制度を再
構築し、早期卒業を可
能としたが、今後検証
していく必要がある。

(1)いじめ認知の基準や
未然防止の体制などを
職員間で共有する必要
がある。
(2)喫煙の指導が増え
(2)特別指導件数は昨年 た。転編入生へのルー
度比微増となった（9
ル周知が課題である。
件→15 件）
(3)校内教育資源活用方
法の周知を進め、ニー
(3)SC・SSW の相談日 ズのある生徒に支援の
の一括案内用プリント 手が届くよう、今後と
を掲示、保護者教育相 も情報提供を活性化し
談会で、SSW との交流 ていきたい。
の場を設けるなど PR
(4) TRY 教室利用経験
の機会を増加させた。 を経て、自立的学習が
(4)TRY 教室、架け橋教 可能になった生徒が増
室、悠ルーム等の利用 えているので、適切な
回数は、延べ 987 回以 声かけ等により後押し
上で、盛況であった。 したい。架け橋教室
(5)今年度から始まっ
は、学習活動のいっそ
た群会議は年間５回実 うの活性化を関係職員
施。関係機関につない 全体の連携により推進
だ生徒などを中心に情 していく。悠ルーム
報共有が進んだ。ま
は、安心して静かに過
た、データベースの使 ごせる場所という本来
用法にもいっそう理解 の趣旨を大切にする。
が進み、打ち合わせで (5)群会議の開催目的の
の利用が増加した。
明確化や情報交換の創
意工夫の推進により、
全職員による支援能力
の向上を図る。データ
ベースの活用法の創意
工夫も推進していく。

学校関係者評価
（２月 19 日実施）

(1)新システムの導入
により、担任の生徒
状況把握が容易にな
り、生徒一人ひとり
にきめ細かく対応し
活動率が上がったこ
とは評価できる。
また、結果的に、教
員の負担軽減にも繋
がっていると思われ
るため、引き続き有
効活用してほしい。
(2)生徒に寄り添った
履修条件の見直しが
卒業という結果に繋
がっているか、きち
んと検証を行ってほ
しい。
(3)(4)SC・SSW・
TRY 教室・架け橋教
室・悠ルームなど、
充実している支援体
制を有効的に機能さ
せるために積極的に
PR を行い、利用数
が増加していること
は評価できる。
(5)生徒情報の一元化
（データベース）
を図り、卒業及び卒
業後に向けた具体的
な支援相談体制を確
立している。

総合評価（ 月
成果と課題
(1)新システム導入１年
目、活動率が 4.6 ポイ
ント向上したことは大
きな成果で、高い評価
が得られた。アクセス
数も形態による統計デ
ータを参考にＩＴ講座
以外の生徒にも利用頻
度が高まる周知活動を
していくことが課題と
なる。
(2)履修登録制度の再構
築は、教員への意識付
けにもなり、卒業への
近道となるアドバイス
が可能となった。課題
は、在校生全体に対応
することであろう。
(1)全職員が学校生活全
体を通して、生徒に対
してのいじめ防止に対
する規範意識啓発を行
うことができた。
(2)生徒の社会性や規範
意識の均一化を図るため
に根気強く様々な手段を
用いて継続的な注意喚起
を行った。
(3)(4)(5)様々な手段に
よる相談支援体制の充
実を図り、TRY 教室、
架け橋教室、悠ルーム
等の利用を促したこと
により生徒の学習活動
が、順調に行えた。ま
た、相談支援体制の利
用案内が十分に届いて
いない生徒もいる可能
性があるので必要とす
る生徒に必要な情報を
届ける工夫を検討して
いきたい。

日実施）

改善方策等

(1)活動率の動向を注視
しながら、形態による
アクセス数を統計デー
タ化する。修悠館通信
やインフォメーション
を利用し、周知活動を
していく。
(2)通信制の履修登録制
度は難しく、生徒への
的確な指導は経験が必
要である。教員へのル
ール解説や点検作業を
課すことで転勤者も含
め教員が在校生全体に
共通した対応ができる
ようにしていく。

(1)(2)従来の声掛け・通
信紙・掲示・インフォ
メーションシステムに
加えて校内放送やマイ
ページを活用した様々
な選択肢を継続的に用
いていく。
(3)(4)(5)各種相談支援体
制の案内について、PR
方法や PR 回数などの
一層の工夫が求められ
ている。また、ＨＲや
担任の面談から各種相
談支援へとつなげたい。

視点

４年間の目標
（平成 28 年度策定）

１年間の目標

取
具体的な方策

組

の

内 容
評価の観点

(1)体験的な学習を含む研修 (1)充実した研修
旅行や、弁護士を招いての 旅行、弁護士に
司法教育などを充実させる。 よる出前授業が
(2)担任やキャリアアドバイ 実施できたか。
ザーと連携を取りながら、 (2)・卒業予定者
保護者も含めたキャリアガ および卒業予定
イダンスルームの活用を促 ではない生徒の
し、生徒個々のニーズに応 キャリアガイダ
じた進路相談の充実を図る。 ンスルーム利用
(3)修悠館サテライトの広報 率がそれぞれ増
に力を入れ、生徒の継続的 加したか。
利用を促す。
・一社あるいは
・ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育を
〇生徒の自立と社 (4)特別な教育的ニーズを有 一校でも受験し
推進し、多様な生
会参加を目標に、 する生徒個々の実態に応じ た生徒が全員内
３ 進路指導・支援 徒の自らを伸長さ 外部機関との連携 た支援のため、個別の支援 定あるいは合格
せる可能性を引き を充実させる。
計画の活用を促進し、関係 することができ
出す支援体制の構
機関や保護者との連携のも たか。
築を図るととも
と、就労支援、社会参加へ (3)修悠館サテラ
に、生徒一人ひと
の支援をいっそう充実させ イトの、のべ相
りがお互いを認め
る。
談件数が昨年度
合う人権意識の涵
並みの 250 件以
養に努める。
上。
(4)個別の支援計
画を作成した生
徒の就労または
社会参加の達成
95%以上。

４ 地域等との協働

５

学校管理
学校運営

・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。

〇職業観・勤労観
の育成を図るキャ
リア教育を充実さ
せるとともに、生
徒のニーズに対応
した進路指導を実
現する。

・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。

〇地域貢献活動や
地域の行事を通じ
て活発な交流を図
り相互理解を深
め、生徒の地域参
加による自信と達
成感を高める。

・地域との連絡を密にして (1)生徒の参加を
情報を収集し、より多くの 促す広報を多く
生徒が部活動や委員会、ボ の機会に効果的
ランティアなどの多様な形 に行うことがで
で、多くの機会に参加でき きたか。
るように日程的に余裕を持 (2)生徒の自発的
った、効果的な広報を行う。 な活動を促し、
地域貢献活動や
地域のイベント
に参加する生徒
の割合を増やせ
たか。

・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。

〇e-ラーニング
システムの更新
を機会に、より
使いやすい ICT
環境を日常的に
利活用して教育
の情報化を推進
する。
〇情報環境につ
いての整備と管
理を進めると同
時に、社会の防
災意識の上昇に
伴う危機管理の
意識を教員生徒
共に向上するよ
う取り組む。

(1)更新された e-ラーニン
グシステムのもとで、より
多くの生徒が活用できるよ
うサポートを行う。
(2)様々な災害に対する意
識向上を目指し、複数種類
の防災訓練を実施する。

(1)・スクーリン
グにおいて、
ICT 機器が日常
的に活用できて
いたか。
・新しい e ラー
ニングシステム
が支障なく稼働
しているか。
・e ラーニング
システムを利用
した講座の単位
修得率が向上し
たか。
(2)防災訓練に参
加した生徒の比
率が増加した
か。

校
達成状況

内

評 価
課題・改善方策等

学校関係者評価
（２月 19 日実施）

(1)研修旅行には 48 名、 (1)隔年実施の研修旅行 (1)ホテル研修のよう
出前授業には 33 名が参 が次回も実施できるよ な社会的スキルを磨
加、充実した内容とな う、円滑な引き継ぎに く場は、個で動く生
った。
努める必要がある。出 徒が多い学校ではあ
(2)・卒業予定者のｷｬﾘｱ 前授業も来年度、さら まりできるものでは
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑＡ利用率は に充実を図る。
ないため、協調性を
前年比 4.1 ポイント
(2)・キャリアガイダン 育むためにも部活等
減、同Ｂは１ポイント スルームＡ・Ｂともに も含め今後も大切に
減。(１月末)
さらに利用を促し、進 してほしい。
・卒業予定者以外のｷｬﾘ 路実現につなげる。
(2)様々な取り組みの
ｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑＡ利用率は ・高い就職内定率を今 結果として、就職率
前年比 2.8 ポイント
後も維持していく。
93.8％は評価すべき
減、同Ｂは 0.9 ポイン (3)修悠館サテライト
である。
ト増。(同)
で行われるセミナーや (4)今後、教員に求め
・就職試験を受けた生 関連事業所についても られるのは特別な支
徒の内定率は 93.8％と PR し、参加を促す。情 援を要する生徒の指
なっている。（同）
報共有、問題解決の促 導や、今、修悠館の
(3)修悠館サテライトの 進を図る。引き続き生 教員がやっているこ
べ相談件数は 231 件。 徒の個人情報管理を徹 とである。修悠館
（同）昨年並み。
底していく。
は、教員の技量の向
（4）個別の支援計画に (4)生徒の実態と進路へ 上につながる学校
基づき関係機関との連 のニーズを個別に把握 で、そのぶん負担は
携やインターンシップ し、効果的な情報提供 大きいが、修悠館の
を実施。同計画作成者 と支援の充実にいっそ ようなことができる
8 名中、就労決定 3 名。 う力を入れていく。
学校が多いわけでは
卒業後の進路へ向け継
ないのでぜひ頑張っ
続的な支援が求められ
てもらいたい。
る者 5 名。（１月末）

総合評価（ 月
成果と課題

(2)各種呼びかけによっ
て、ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽﾙｰﾑ
Ａ・Ｂの利用頻度が増
加した。適切な時期に
利用を促し、タイミン
グにあった指導を充実
させる必要がある。
(3)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
の理解が高まってお
り、相談件数は 265
件、１日平均 3.3 件と
昨年並みの利用となっ
た。支援が必要な生徒
に利用機会が行き渡る
ようｷｬﾝｾﾙ対策を講じる
必要がある。
(4)個別の支援計画を作
成した生徒についての就
労、社会参加への支援を
きめ細かく行うことによ
り成果を順調に挙げられ
ている。今後の強化すべ
き課題は、個別の支援計
画を作成する潜在的なニ
ーズのある生徒への PR
である。
(1)通信紙や掲示物､ｲﾝﾌ (1)生徒数の減少傾向が (2)中学校との連携、 (1)(2)在籍数が若干減少
ｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑを活用し､生 続く中で、量より質を 社会資源との連携を
した中で、生徒への広
徒の参加意識を高める 重視し、活動意識や関 大切にしている。
報の方法を工夫して、
ことができた。
心を高める啓発を行
地域貢献活動では、
ボランティア活動に参
(2)生徒のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
い、生徒が予定を立て サマーチャリティコ
加する生徒の数、参加
のべ参加人数は前年比 やすいように、できる ンサートや防災訓練
率とも上げることがで
8 名増･53 名。活動生
だけ早い時期から HP、 なども積極的に参加
きた。地域からの要望
徒数に対する比率は
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ等を使っ しているので、ぜひ
もあるので、従前から
0.2 ポイント増。在籍
て行事への参加を促
小学校の運動会補助
のイベントに参加する
数が若干減少したにも す。
に参加してほしい。
だけでなく、活動の幅
かかわらず参加人数が (2)地域貢献活動につい ボランティア活動に
を拡げて地域の期待に
増えた。生徒の意識や ては、実施時期や内容 より、生徒が地域に
応えるととともに、生
関心を高めることがで を再検討し、地域から 愛着を持つとともに
徒により多様な活動の
きた。
より信頼される学校づ 生徒自身の自己有用
場を提供するよう努め
くりに努める。
感も高まると考える。 る。
(1)更新された e-ラーニ (1)e-ラーニングシステ (1)動画コンテンツは (1)e-ラーニングシステ
ングシステムは，事前 ムの画面構成を各講座 生徒の興味を引く。
ムが更新されたことに
設定がほとんど必要が で統一して，より使い さらに充実させてほ
より、生徒の学習のし
ないため多くの生徒が やすくしていく。
しい。また、コンテ
やすさが向上したこと
利用可能になり，サポ IT 講座受講者以外の生 ンツの閲覧方法の宣
と同時に教員側の作業
ートも対応しやすくな 徒にも使いやすくなっ 伝の仕方を考えてほ
効率も上がったことが
った。不具合等は業者 たことを広報して学習 しい。
挙げられる。次年度以
と連絡を取り合い修正 につなげる。
(2)歩行困難者やパ
降は内容のさらなる充
している。
(2)近年災害が多くなっ ニックに陥った生徒 実を図り，修得率の向
(2)防災訓練については， ているため，歩行困難 の対応を職員だけで 上につなげていく。
目的が異なる複数の訓 者の対応を検討すると やるのは無理であ
(2)防災教育を、より現
練を行うことができた。 ともに教員側の防災訓 る。多くの生徒に防 実に近い形で行うこと
参加生徒数に目立った 練のあり方を検討し， 災訓練の意味を十分 で活用可能な防災意識
増加は見られなかった より多くの生徒に防災 理解してもらい、参 を生徒、教職員ともに
が積極的に参加する姿 訓練参加への動機づけ 加させ、その経験を 高めることができた。
が見られた。
を積極的に考えてい
通して、自身の身を
く。
守るだけでなく、生

徒どうしの助け合い
も学べると良い。

日実施）

改善方策等
(2)9 月の進学相談が多
く予想外の対応が必要
だった。年間相談体制
を見直す必要がある。
就職内定者数は昨年
よりも増えたが、途中
でリタイアする生徒も
多く、本校が持つ様々
な支援システムへつな
ぐとともに、卒業後の
継続的支援の場を提示
する必要がある。
(3)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。
有効活用に向けて各種
支援が円滑に連携でき
るようさらに配慮を行
っていく。
(4)個別の支援計画を作
成しての就労または、
社会参加へつなげてい
く手立ての存在につい
て、周知をいっそう強
化し、潜在的なニーズ
を抱える生徒へ必要と
なる情報を的確に届け
ていく。
(1)(2)できるだけ早い時
期から生徒への広報活
動を行ってイベントへ
の参加を促すととも
に、本校の行事との兼
ね合いも考えて、生徒
が余裕を持って多くの
イベントに参加できる
よう配慮する。

(1)動画コンテンツを含
む IT コンテンツのさ
らなる充実を目指し、
IT 講座を受講していな
い生徒でも積極的に利
用できる e-ラーニング
システムを作り上げて
いく。
(2)歩行困難者への具体
的な対応を検討しつ
つ、全教職員が主体的
に避難誘導と防災活動
できるよう研修を行
い、生徒全体の防災意
識の向上にもつなげて
いく。

