（第２号様式）（用紙日本工業規格Ａ３横長型）
神奈川県教育委員会教育長 殿
平成 30 年３月 30 日
学校名：県立横須賀高等学校・全日制

平成 29 年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果）
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

①探求的な学習活動 ①ＳＳＨ及び理数教
を通して科学的リ
育推進校として主
テラシーと国際性
体的な探究活動を
を育成する教育課
組織的に推進し、
程を編成する。
理数及び国際性へ
②生徒の主体的、協
の関心を高める。
働的な学びへの授 ①ｱｶﾃﾞﾐｱの充実と
業改善を組織的に
PrincipiaⅢまで
進める
の教育課程編成を
③特別活動等への生
行う。
徒の主体的な取組 ②「主体的・対話的
みを推進する。
で深い学び」への
授業実践に取り組
み、論理的思考力
を育成する。

取 組 の 内 容
具体的な方策

評価の観点

①主体的な課題設定･探
究活動のための指導方
法を研究･実践する。
①グローバル教育を推進
するとともに、科学コ
ンテストへの出場機会
を増やす。
②学力向上ワーキングを
組織し、授業改善研修
会を年 5 回以上開催す
る。
②授業の質･量の向上の
ため、教科会を活性化
する。

①SSH 評価により生徒
の探究活動への関
心、主体的取組み
が向上したか。
①グローバル教育の
機会が増えたか。
科学コンテストへ
の出場機会が増え
たか。
②学力向上ワーキン
グは機能したか。
授業改善研修会を
年 5 回以上開催し
たか。
②授業改善のための
教科会回数は増え
たか。

校 内 評 価
達成状況
①SSH 指定 1 年目と 2 年目

課題・改善方策等

学校関係者評価

総合評価（３月 30 日実施）
成果と課題

改善方策等

① PrincipiaⅡの継続研究に

①SSH の全校運営体制を

（３月 25 日実施）

①研究開発課題に効率よく ① 課題研究のカリキュ

（H29 年度）の 1・2 年生 2 学

取り組むため、分掌・教

ラム開発は横須賀高

おいて主体的・発展的な

実践。課題研究指導力

期末比較で「論理的思考力」

科・委員会・ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰ

校の特徴を生かして

探究活動が向上した。

向上研修と「課題研究

「創造的思考力」「科学ﾘﾃﾗｼ

ﾌﾟ・部活動等の組織編制

推進しているので、

SSH2 年目となり、論理的

横高ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」の整

ｰ」が、H29 年度 1 年生 4 月と

の構築。

今後一層推進を期待

思考、創造的思考、科学ﾘ

備。研究開発課題の核

する。

ﾃﾗｼｰ、国際性の育成に効

プログラムの相互連携

果が出ている

強化。

12 月比較で「国際性」が大き

①課題研究に関して職員全

く伸張し、「論理的思考力」

員体制を維持・推進する ②教科会の活性化によ

「科学ﾘﾃﾗｼｰ」の項目が高水準

ため、課題研究ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

り、組織的な授業改

①横高ｱｶﾃﾞﾐｱの発展・融合、

②「深い学び」の指導

を設定する。
①SSH
の研究開発課題、各ﾌﾟ
育、科学コンテストへの出場
ﾛｸﾞﾗﾑを相互連携する。
機会は増加した。PrincipiaⅢ
②表現する(書く、発表)学
の教育課程編成を終了した。
習活動を実施する。
②学力向上WG 先導により授業 ②家庭学習時間を確保させ
るしくみをつくり、知識
改善研修会を年７回実施。研
活用の授業を行う。
究授業にあたり、各教科会で

善を進めてほしい。

PrincipiaⅢの教育課程編成

研究のため、教科会を

②家庭学習時間の充実

など全校運営体制の構築と指

活性化する。表現（書

の仕組みを、部活動、

導力向上研修が課題である。

く､発表）学習活動を充

特別活動の側面のみな

② 授業研究会を多角的に 7

実させる。家庭学習を

らず、教科指導・授業

回実施し、目指す学力の

充実させるための教科

改善の面から検討する

認識は統一された。指導

指導を行い、知識活用

ことが大切である。

の具体項目と指導力向上

型の授業を行う。

で維持された。グローバル教

活発な意見交換がなされた。

研修の継続が必要であ
る。

２

生徒指導・
支援

①個々の生徒に応じ ①生徒の情報共有及
た支援体制の充実
び生徒への支援を
を図る。
組織的かつ迅速に
②部活動を通して生
行う。
徒の生きる力を育 ②部活動と学習との
成するとともに、
バランスをとれる
学習･進路活動との
ように自己マネジ
調和を図る。
メント力を育成す
る。

①定期調査の集計、対応
を迅速かつ組織的に行
う。
①日常的に情報共有を迅
速かつ組織的に行い教
育相談フローを効果的
に活用する。
②部活動と学習時間バラ
ンスを把握する。

①定期調査は迅速か
つ組織的にフィー
ドバックできた
か。
①教育相談フローの
コア会議等を活用
できたか。
②アンケート調査結
果で部活動と学習
のバランスが取れ
たか。

①定期調査は組織的にフィー
ドバックしたが、円滑な循
環には至っていない。
①ケース会議を３回開催し支
援が必要な生徒の情報を組
織的に共有した。
②各部が週単位で休日を設定
し、学習時間を確保した。
夏休休業中の体育祭準備時

①生徒の相談状況を迅速に
把握し、適時にケース会
議を開催し、組織として
生徒情報を共有したい。
②来年度も部活動時間や行

①いじめの問題は全国

①定期調査の組織的フィー

①生徒支援の教員研修

的に問題となってい

ドバックは行ったが、さら

を開催し、支援知識、

る。早期発見に向けて

に迅速なまとめと推進が必

スキルを向上させる。

随時相談できる体制を

要である。学年会からの情

コア会議を活性化し、

事の準備期間を合理的に とるとよい。
配分し、学習時間を保障 ②部活動、学校行事等

報、個々の事案はコア会議

調査の組織的対応を迅

が有効に機能し、迅速かつ

速に行う。

と学習時間のバランス

継続的な支援につながって

②部の週休 2 日、文化

する。

は生徒・教員にとって

いる。

祭準備期間・時間の調

間をルール化し、生徒の学

重要である。適正な調

②部の週休 1 日、体育祭練

整を進める。

習時間を保障した。

整が必要。

習時間調整を推進し学習時
間とのバランスを確保でき
た。

３

進路指導・
支援

①生徒が社会との関 ①進路について早期
連の中で、自らの
から考えさせる指
キャリア発達を主
導を行う。
体的に考える指導 ②学力向上と進路指
の充実を図る。
導のリンクを図
②生徒の第一志望実
る。
現に向けた進路指 ②土曜講習、各セミ
導体制の充実を図
ナーを効果的に
る。
設定し、受講者
を増やす。
②模擬テスト、志

①社会人講話（未来ナ
ビ）の対象を学年全体
とし学校行事に位置づ
ける。
②教科スタンダードを作
成し、進路実現につな
げる。
②講座目標を志望系統別
など明確化し、受講者
を増やす。講習後の学
力伸長を検証する。

①未来ナビの生徒の
満足度は 70%以上で
あったか。
②教科スタンダード
と進路実現の関連
を検証する。
②目標を明確にした
講座の設定数、受
講者数、学力伸長
（模擬試験等）の
検証。

①未来ナビの満足度は 91%で、 ①事前事後の指導を精選
キャリア形成能力の育成に
し、キャリア意識の一層
効果的であった。
の育成につなげる。
②教科スタンダード初年度と
②今年度の取り組みをもと
して各教科の指導に対する
に教科スタンダードを改
意識が高まった。
善し、進路実現につなが
②目標にそって講座を設定す
る実践をめざす。検証方
ることで、昨年より多くの
法について検討する。
講座が設定でき、のべ約
②講習内容を充実させ、参
1500 名が受講した。生徒個
加者を増やす。
人の学習態度の改善につな

①未来ナビは、卒業生

①未来ナビを 2 年生全員に

①未来ナビの効果的、

の協力でキャリア教育

開催し効果があった。教科ｽ

合理的運営体制。H29 年

を推進していることは

ﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞはより現実的に指導

度末にスタートした医

評価できる。人的資源

に生かす工夫が必要。教科

療系ゼミの継続。

を大いに活用するとよ

として育成する学力水準と

②土曜講習、夏期講

い。

進路実現との関連性を厳密

習、セミナーの連携を

②進路実現のために

に検討していく必要あり。

計画し、生徒の年間通

も、部活や学校行事、

②土曜講習、夏期講習等の

じての学習支援に一貫

塾と家庭学習時間との

受講人数が増えた。各講座

性、継続性をもたせ

視点

４年間の目標

（平成28 年度策定）

１年間の目標
望、学習指導のリ
ンクを図る。

取 組 の 内 容
具体的な方策
②模擬テスト、志望を全
職員で共有し、教科会
で指導方法を検討す
る。

校 内 評 価

評価の観点
②分析、志望の共有
回数、検討のため
の教科会回数。

達成状況
がった。
②試験後に教科で検討会(3 回)

地域等との

バランスは重要であ

の効果的関連を図る必要が

る。

ある。

②進路指導計画の各項

の設定や授業実践の改善

導が学校の使命である

②模擬テスト、各ガイダン

目ごとの効果的連携と

た。

につなげる動きをさらに

ので優先課題と捉え、

ス、面談、学年集会等の効

ねらいの明確化、レッ

進める。

改革してほしい。

果的関連と、教員研修が必

スンクラス、特別クラ

要である。

スとの関連など学習指

ポートを検討し、同企画

②進路実現のために部活

導との関連を強化す

を拡充する。

動、学校行事との時間バラ

る。

ンスをさらに推進する必要

②模試の教員研修を定

がある。

例化する。ﾞ

①②他の専門職への進学サ

①毎月公郷小学校で行われる ○今年度の取り組みの手法

①図書室を地域開放す

①継続している地域活動に

①SSH 外の地域連携で

｢あいさつ運動｣に運動部部 を生かし、定着させ、拡大
員を参加させたため、年間 するとともに、あらたな企

るなど検討してみては

ついては、参加生徒の人数

は、対象生徒、部活等

どうか。

拡大と組織化を行った。ま

が重複しないように継

で200名近くの生徒が地域活 画を試行する。
動に貢献できた。

②SSH 内外での地域貢

た、警察と連携し継続して

続性を持たせた参加形

献、連携は生徒にとっ

いるボランティア活動では

態を検討する。

ては成果の表現と課題

社会団体から表彰を受け

②SSH 関連の連携は、横

の認識に役立ち、学校

た。

須賀市に域を広げ、地

理解への一助となる。

①SSH における理科、英語の

域重点枠での開催とと

②SSH 特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

より広い視野で目的を

小中学生・地域への貢献活

もに、高校対象も開拓

A 科学部･実験教室(3 回)

広げていくことも検討

動では、新規に４回、継続

したい。市民対象の

B 英語同好会･国際ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

してよいのではない

は２回、学校説明会での活

「みんなの理科 FES」へ

(1 回)

か。

動拡大等生徒の意欲が高ま

の貢献度を上げたい。

②衣笠中学校・科学部共同実
験会(1 回)
②学校説明会で学校生活を英

協働

改善方策等

る。進路実現・学習指

スタートさせた。

４

成果と課題

（３月 25 日実施）

要な手段とし、学習目標

進学サポート（医療系）を

①地域活動への参加
人数、機会は増え
たか。生徒企画は
できたか。
②地域への普及活動
の企画･運営はでき
たか。

②模擬試験を学力測定の重

総合評価（３月 30 日実施）

を行い、授業改善に活かし
①②卒業生の協力により大学

①地域等との連携を ①生徒の地域活動へ ①地域活動のフィール
深め、信頼される
の参加を活性化す
ド、参加人数を増や
学校づくりを推進
る。
す。生徒の企画を促
する。
②SSH の活動を通じ
す。
②地域の教育力を活
て、科学やグロー ②SSH 委員会（生徒）を
用するとともに、
バルへの関心を伝
発足し、普及活動の企
地域に貢献する教
える活動を行う。
画･運営を行う。
育活動を充実させ
る。

課題・改善方策等

学校関係者評価

語で紹介(2 回)

②SSH 実験教室

っている。

A 城北小(1 回)
B 春光学園＆大津中学(1 回)
すべての職員が教育
環境の変化に柔軟か
つ迅速に対応し、積
極的に課題に取り組
む組織づくりを進め
る。

５

①学習環境の美化、
整備を進める。
②ICT 教育環境の整
備を推進する。
③校内外の情報共有
を活性化する。

①日常の校内美化活動、
環境整備を活性化す
る。
②サイエンスルームの活
用、整備を推進する。
③HP 等による情報発信を
活性化する。

①教室、部室等の美
化活動、環境整備
は進んだか。
②サイエンスルーム
の活用は目的に沿
ったものであった
か。
③HP 更新回数は増え
たか。

①教室前廊下壁の塗装、部室

①全ての部室扉に鍵が掛る

①環境整備のための清 ①掲示板、廊下等の環境整

①引き続き教室、部

扉の修理、部活動の日によ

ようになったが、扉自体

掃用具購入など私費の 備、部室周りなどの整備を

室、パブリックスペー

る清掃活動等を実施した。

の修理ができない為、将

効果的な活用は歓迎す 組織的に行った。施設老朽

スの環境整備を推進す

②ｻｲｴﾝｽﾙｰﾑ内壁のﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞの

来的に抜本的な見直しが

る。今後も積極的に検 化により、修繕可能なレベ

るとともに、普段の清

必要。

討・提案してほしい。

ルが限られ、抜本的な改善

掃活動、部活の日の清

活用、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC の運用規定
整備による活用活性化。

①今後も定期的にﾎﾟｲﾝﾄを決

に至っていない。学校の努

掃・整理等

③HP に特色ある教育活動のペ

めて継続的な美化活動を

力だけでは立ち行かない。

環境美化を徹底する。

実施する。

②サイエンスルームと ICT

②クラス増、SSH 対象学

②H30 年度は SSH の活動が全

機器の整備・管理・使用環

年の拡大に伴い、教

校生徒に及ぶため探求・

境を検討継続する。活動教

室、研究活動室の確

研究活動ができる教室を

室の増加も必要である。

保・整備を推進する。

確保する。

③広報は HP 掲載フローを整

③HP の活性化、ICT 機

備したが、活用に課題があ

器整備に伴う管理体

HP に掲載できるように、

る。

制・使用規定の徹底と

記録等を保存できるﾌｫﾙﾀﾞ

③事故・不祥事防止を徹底

活用研修が必要であ

を整備する。

した。

る。

学校管理

ージを作成し、活動記録を

学校運営

更新した。

③校内・校外活動を早目に

