学校名：県立津久井高等学校（定時制）

平成 28 年度
視点

１

教育課程
学習指導

２ 生徒指導・支援

３ 進路指導・支援

４ 地域等との協働

学校管理
５ 学校運営
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校

内

達成状況

評

価
課題・改善方策等

学校関係者評価
（３月８日実施）

①社会で活用できる ①１学年の科目を ①１学年の授業を ①１学年の教材に ①授業を複数教員体制で実施し、互いに
基礎・基本的な学 中心に、生徒の 複数教員体制で ついて改善が図
相談しながら１学年の教材について学
力の定着と、他者 学習課題を把握 実施し、生徒の られたか。
習内容のレベルアップや個別の進度に
と関わるための力 し、効果的な指 状況把握と指導 ②ＴＴや小集団学
合わせた教材の作成を行った。
の習得を目指し、 導方法や教材を 方法や教材の研 習について、計 ②ＴＴや小集団学習などを行うことによ
きめ細やかな学習 研究する。
究 を 行 う 。 ま 画の立案や実施
って昨年度より多くアクティブラーニ
指導を行う。
た、ＴＴや小集 後の検証を行っ
ングが展開できた。
②育てたい生徒像の
団学習を積極的
たか。
実現に向けた教育
に実施する。
課程の再編成を行
う。

①学び直しの授業については一定程度学
習内容をレベルアップできたが、課題
として、各教科の授業の効果的な指導
方法や教材の工夫の検証が不十分であ
った。方策として各教科で取り組んだ
ことを共有する機会を設ける。
②綿密な計画を立案できなかった。年間
指導計画を充実させ、実践者による報
告研修会を行う。

①学び直しの授業の教材につ
いては改善が図られてい
る。定時制全体の人数減が
心配な反面、少人数でのき
め細やかな指導が行われて
いる。
②ＴＴの大幅な導入により教
育課程を再編し、アクティ
ブラーニングを一定程度展
開できた。また教員同士の
授業改善も進んだ。

①モラル･マナー･ル
ールを遵守する心
を育成し、高校生
として良識ある行
動ができるよう
に、規範意識と生
活習慣を身につけ
させる。
②生徒が安心して活
動できるための支
援体制の充実を図
るとともに、コミ
ュニケーション力
を育成する。
生徒一人ひとりが
将来設計を考え、
進路決定できる力
を育成するととも
に、進路実現を可
能とするために、
計画的かつ系統的
な指導・支援体制
の充実を図る。

①マナーの向上は見られたが、引き続
き、生徒の規範意識の向上に向けて、
全教職員が共通認識のもと粘り強く日
常的に取り組んでいく必要がある。あ
わせて、授業遅刻についても改善に向
けて取り組みをしていく。
②職員へのコンサルテーション、ケース
会議への出席、職員対象の研修といっ
たＳＳＷのより効果的な活用にむけ
て、教育相談Ｃｏを中心とした明確な
仕組みづくりを検討していく。

①生徒のマナーが良くなって
きたことが感じられる。授
業中の携帯電話の使用など
が、いまだに一部の生徒に
見られるものの、かなり減
ってきたと言える。

総合的な学習の時間におけるキャリアプ
ログラムについては、今年度の実施内容
を精査し、４学年を通じた方向性を明確
にするとともに、質、頻度ともに上げて
いきたい。
また、ＬＨＲの活用はあまりできず、ワ
ークショップについては、今年度は試行
的に単発での実施となったが、次年度に
おいては年度当初より計画的に企画、実
施し、生徒の進路に対する意識づけを図
る。
地域との交流に参加する生徒が少なく、
固定化する傾向がある。より多くの生徒
が参加できるように年度初めから宣伝活
動を行う。
インターンシップは参加者が少なく、最
後までやり遂げられない生徒もいた。今
後は、事前指導や教員の巡回などの指導
体制を確立させるとともに、生徒が参加
しやすい形態を追求していく。またその
取組をキャリア教育の中に位置づける。

学校からの情報発
信を積極的に行う
とともに、家庭・
地域社会との連携
や交流を推進し、
地域に愛される学
校づくりを推進す
る。

①教職員間で指導 ①新着任者・非常 ①指導方針の共有 ①集会や授業において人の話を傾聴する
方針の共有を図 勤講師との指導
のための工夫を
姿勢や携帯電話の使用マナー等、非常
り、足並みの揃 方針の共有を徹
行い、全教職員
勤講師の協力も得ながら、全教職員が
っ た 指 導 を 行 底し、巡回・集
が共通した指導
共通認識を持って指導を行うことがで
う。
会を効果的に活
を行えたか。
きた。
②ＳＣ及びＳＳＷ 用する。
②ＳＣ、ＳＳＷを ②ケース会議については、前年度と比較
を活用した支援 ②ＳＣ、ＳＳＷ拠
活用したケース
し、ほぼ同数の実施ではあったが、Ｓ
体制の構築を図 点校として、相
会議や相談を、
ＳＷを交えた会議・相談の機会が増え
る。
談体制のあり方
平成 27 年度より
た。
を検討する。
多く実施できた
か。

本 校 に必 要 なキ
ャ リ ア教 育 を教
職員全体で考
え 、 新し い キャ
リ ア 教育 実 践プ
ロ グ ラム を 策定
する。

総 合 的な 学習 の
時 間 やＬ ＨＲ 、
Ｎ Ｐ Ｏと の協 働
事 業 を活 用し た
キ ャ リア プロ グ
ラムを検討す
る。

総 合 的な 学 習の
時 間 やＬ Ｈ Ｒに
お い て、 キ ャリ
ア プ ログ ラ ムを
実施できたか。
Ｎ Ｐ Ｏと の 協働
事 業 で新 規 のキ
ャ リ アプ ロ グラ
ム を 導入 で きた
か。

これまでの地域
との連携や交流
を継続・発展さ
せ、積極的に広
報するととも
に、新しい地域
との連携につい
て追求する。

例年の地域との
連携・交流への
生徒への参加を
積極的に勧める
とともに、新た
な体験やインタ
ーンシップまた
は地域貢献など
の開拓を行う。

地域との新しい
連携・交流を開
拓できたか。
ホームページや
その他の手段
で、平成 27 年度
より積極的に情
報発信できた
か。

①事故・不祥事の防 ①夜間定時制とし
① ①夜間における災 ①新しい防災の取
止を徹底するとと ての防災体制の
②
害発生に備えた
り組みが実施で
もに、防災意識を 改善を図る。③
体制作りや訓練
きたか。
高め、安全教育を ② 「 共 生 ・ い
④の を行う。
②授業において
推進する。
ち・生きる」の ②「共生･いのち･
「共生・いの
②いのちを大切にす 新しい実施方法 生きる」と教科
ち・生きる」を
る心、いじめを許 や内容を研究・ の内容との関連
実施することが
さない心を育む教 実践する。
付けを図る。
できたか。
育を推進する。

総合的な学習の時間においては、従来の
探究活動に加えて、1 年では「自己理解
と学校適応」、２年では「働くことと職
業適応」、３年では「卒業後の進路につ
いて」、４年では「自己実現に向けて」
といった内容で、学年に応じたキャリア
プログラムを月１回のペースで導入、実
施することができた。
ま た 、 ２ 学 期 末 に は Ｎ Ｐ Ｏ 法人 （ Menet）との協働による大学生サポーター
を活用したキャリアワークショップを新
たな試みとして導入、実施した。
新たに、夏期校外学習では地域の寺院で
座禅体験を行い、体験型の交流を図っ
た。また、地域自治会の防災訓練に生徒
と教員が参加し、本校の避難訓練におけ
るＤＩＧの際には地域の方々に参加して
いただき、学校周辺の施設等について教
えていただいた。
ホームページは写真による情報を増や
し、更新頻度も 1.5 倍程度に増加した。
インターンシップは津久井商工会議所と
連携し、学校独自のインターンシップ先
を開拓し、生徒が参加した。
①７月に１学年生徒を対象に宿泊をとも
なう避難訓練を実施した。簡易トイ
レ・ベッドの組み立てやＤＩＧ、非常
食による炊き出し等、職員、生徒がと
もに体験することで効果的な訓練とな
った。
②総合的な学習の時間の中で年間を通じ
て、計画的に６回実施することができ
た。また、国語総合、現代文、世界
史、倫理といった科目においても、生
徒に対していのちや人権等について考
えさせる機会をつくることができた。

①今年度はほぼ手探り状態で、かつ準備
が不十分の中での実施となった。実施
内容を精査することで、効率的な職員
体制や当日のライフラインの設定の見
直しなど、全日制との協力体制を含め
て、一層の改善に向けて検討していく
。
②生徒の意識向上を図るために、総合的
な学習の時間においては、内容的に新
しいテーマを取り入れるなどマンネリ
化を防ぐ工夫をしていくとともに、Ｌ
ＨＲ等を十分に活用して生徒がお互い
にコミュニケーションを取り合う機会
をつくるなどし、人を大切にする心の
育成につなげていきたい。

総合評価（３月 31 日実施）
成果と課題
改善方策等
①１学年の教材について改善が
図られた。一方、各教科の授
業の効果的な指導方法や教材
の工夫の検証が不十分であっ
た。
②ＴＴや小集団学習によりアク
ティブラーニングが展開でき
た。しかし、教員の指導方法
が依然として知識伝達型に重
心があり、課題解決型学習へ
の意識改革が必要。また、Ｔ
Ｔ導入は準備期間が足りず綿
密な計画を立案できなかっ
た。
①生徒の授業を受ける姿勢、態
度が良くなってきたことは成
果である。一方で、授業の開
始など、時間を守れない生徒
に対する指導が必要である。

①授業改善研修会で各教科
の授業の効果的な指導方
法や教材の工夫の検証を
行う。
②ＴＴや小集団学習をベー
スに、教員の指導方法に
おいて課題解決型学習を
増やすことについて研究
する。各教科で取り組ん
だことを共有する機会を
設けるとともに、年間指
導計画を充実させ、実践
者による報告研修会を行
う。
①担任や一部の教員に依存
するのではなく、職員会
議などでコンセンサスを
図り、職員が一丸となっ
て生徒指導を行ってい
く。

２学期末に実施された、大学
生が４年生徒にインタビュー
する形式のキャリアワークシ
ョップはなかなかおもしろい
試みである。

生徒の反応は「良かった」から
「良くなかった」まで様々であ
った。キャリア意識の啓発とい
う点では工夫の余地がある。

Me-net や 大 学 生 だ け で な
く、地域などの多方面の人
材を活用することも検討
し、キャリアプログラムを
より一層実践し、生徒に働
くことの価値について実体
験の中で学ばせていく必要
がある。

津久井中央小学校の児童と落
花生の収穫体験を通して交流
を深めることができた。
宿泊防災訓練の実施は地域と
の新しい連携・交流の開拓だ
けでなく、地域の高等学校の
訓練のモデルケースにもなり
評価できる。また、生徒から
必要との声があるので継続す
る。また、ホームページその
他の手法で積極的に情報発信
していた。
①宿泊避難訓練を実施できた
ことは意義深い。実践のモ
デルとして、他校の取り組
みに影響を与えた。

地域との協働・協業を行うこと
で、自己肯定感を醸成すること
ができた。
宿泊防災訓練により地域との新
しい連携・交流を開拓できた。
インターンシップは参加者が少
なく、最後までやり遂げられな
い生徒もいた。

事前指導や教員の巡回など
の指導体制を確立させると
ともに、生徒が参加しやす
い形態を追求していく。ま
た、その取組をキャリア教
育の中に位置づけていく。

①生徒から必要との声があった
ことは成果である。ＤＩＧの
実践は効果的であったので、
来年度も続けたい。一方で、
今年度は、準備期間が十分に
とれなかったことが反省であ
る。また、一部の職員に負担
が偏重してしまったことは改
善に向けての課題である。

①４月早々から準備期間を
十分にとり、役割分担を
明確にするなど職員体制
を見直していくととも
に、全日制職員及び地域
との連携・協力体制を構
築する。また、備蓄品に
ついても日常の管理を怠
らないことで、災害発生
時に機能するように準備
をする。

