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成果と課題

改善方策等

①今後を見据えた教育

・インクルーシブ教育
にテーマを絞った取組
みは、とても大切であ
る。研修会には、南足
柄市教育委員会も参加
し、参考になった。

①選択科目の見直しや
インクルーシブの科目
の新設など、教育課程
の見直しを進めること
ができた。今後、評価
法や単位認定について
の検討が課題である。

①来年度は、連携募集
による生徒が入学する
ことから、生徒の実態
に応じた教育活動推進
のための具体的な教育
課程の改訂を行うワー
キンググループでの検
討を始める。

①選択科目の見直し

①教育課程の改訂

見し、探究する意欲を

じた学びのため

や学校設定教科・科

を行うことができ

高めることのできる教

の教育課程の改

目を置くことで、教

たか。

①探究する意欲を高め
る弾力的な運用が可能
な教育課程編成表を作
成した。

育課程編成に取り組

善に取り組む。

育課程上の UD 化を進
②生徒の主体的な

②通常の教科指導に関

②主体的な学びを引き
出し、わかる授業に向

める。
②組織的な授業

②主体的な学びを授

課程の検討に引き続き
取り組む。

を引き出し、一人ひと

改善として、生

業研究のテーマとし

学びを引き出す授

しての授業改善及びイ

りに応じた教科指導体

徒の主体的な学

て取り上げ、具体的

業展開について、

ンクルーシブ教育の実

けての研修を行い、授

制の構築と評価法の研

びを引き出す授

な取り組みによって

研究授業や研究協

践に向けた研修会を複

業改善に取り組む。

究を行い、組織的な授

業展開について

組織的な授業改善を

議を行うなど、具

数回実施し、組織的な

業改善に取り組む。

研究する。

行う。

体的な取り組みを

授業改善に取り組ん

行うことができた

だ。

①部活動の活性化を推

①部活動への積

①安全かつ円滑な部

①部活動への加入

①部活動加入率は 69％

①部活動への参加促進

進し、協調性と責任感

極的な参加・活

活動が行える環境整

状況はどうだった

で目標を若干下回った

のため、中学生対象の

の涵養を図る。

動を支援し、自

備に努め、良好な部

か。各部および生

が、年間を通して安定

学校説明会等の機会を

己実現や他者理

活 動 加 入 率 （ 70 ％ ）

徒一人ひとりが、

した活動が行えた。関

有効に活用する手だて

解の姿勢・能力

を維持し、実績の向

それぞれの目標に

東大会や全国大会に進

について検討する。安

を育成する。

上とともに人間形成

向けて充実した活

んだ部もある中、各部

全かつ円滑に活動でき

②学校行事や生徒会活

の場として支援して

動が行えたか。

ともそれぞれの目標に

るように、部室や練習

動等の精選と充実を図

②生徒会本部を

いく。

②各行事・活動の

向けて取り組んだ。

場などの環境整備をす

り、生徒の主体的な活

はじめ各種委員

②生徒会行事におい

企画・運営におい

②足高祭、球技大会な

すめる。

動を支援するとともに

会の主体的な活

て、生徒の主体的な

て、生徒の主体性

ど、生徒会本部を中心

②生徒の自主性・主体

そのユニバーサルデザ

動を支援し、生

企画・運営が図れる

が生かされ、相互

に生徒が主体となった

性をより引き出すため

生徒指導

イン（以下ＵＤ）化を

徒の自主性やコ

ように指導をしてい

理解を深める機会

運営を行うことができ

に、各種委員会の活性

・支援

はかる。

ミュニケーショ

くとともに、地域行

となったか。

た。地域清掃や行事に

化や、生徒会本部と連

ン能力の育成を

事や近隣の学校等と

積極的に参加し、足高

携した幅広い生徒活動

はかる。

の交流への取り組み

祭における小田原養護

の展開をすすめる。

を通して、生徒の可

学校との連携も図っ

能性を伸ばす。

た。

③生徒支援Ｇとの連携

③生徒指導と生徒支援

③個の生徒に応

③生徒支援の視点を

③生徒指導の方針

③個の生徒に応じた生

のあり方や、スマート

の一体化を推進し、教

じた生徒指導の

積極的に取り入れ

について見直しを

徒指導のあり方につい

ホン等の今日的な課題

育相談体制の充実と外

あり方について

て、一人ひとりの生

行い、生徒支援と

て検討し、次年度から

への対応等について検

部連携を進める。

検討し、見直し

徒の特性と状況に応

の一体化が進んだ

新しい方針で臨むため

討を重ねる。

を行う。

じた、柔軟な生徒指

か。

の準備をすることがで

導について検討す
る。

きた。

・生徒の実態に応じた
授業改善も必要で、今
後の課題として取組ん
で欲しい。
・生徒による授業評価
を数値で示すことは大
切である。評価が低く
ても、課題がそこにあ
ることがわかるので、
役立てて欲しい。

か。

２

学校関係者評価

具体的な方策
①個の特性に応

②生徒の主体的な学び

学習指導

校

①生徒が自ら課題を発

む。

教育課程

組 の 内 容

１年間の目標
（平成 28 年度策定）

１

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

・地域の様々な行事
に、部活動が参加して
くれており、感謝して
いる。
・南足柄市のいじめ防
止フォーラムでは、小
中学生をリードしてく
れて助かった。
・SNS の不適切な使用
について、小中学校で
も問題になっている。
いじめにも使われてい
ることがあり、良い指
導法があれば、小学
校・中学校でも共有さ
せて欲しい。
・自転車通学につい
て、地域からの情報提
供を他の自治会にも呼
びかけ、生徒の安全を
はかりたい。

②個に応じた学びのた
めの授業改善に取組む
ことで、生徒の主体的
な学びを引き出す授業
展開の必要性を感じ取
ることができた。今後
も実態に応じた、主体
的な学びに向けた授業
改善に取組むことが課
題である。
①部活動加入率は、現
状を維持することがで
き、活動も例年通りで
あった。生徒主体の活
動へと移行し、質的な
向上をはかることが課
題である。また、生徒
数が減少する状況で、
部員数を確保する工夫
も必要である。休養日
の設定や学習と両立で
きる部活動への転換が
課題である。
②生徒が主体的に活動
する生徒会行事づくり
を一層進めるととも
に、ユニバーサルデザ
イン化によって、すべ
ての生徒が積極的に参
加できる行事へと進化
させることが課題であ
る。
③指導と支援の一体化
を進め、丁寧で適切な
指導を行うための指導
法を検討することが課
題である。また、生徒
の命を守る交通安全指
導を PTA や地域との連
携で進める。

②個に応じた学びのた
めの授業改善をさらに
すすめるとともに、進
路実績に反映できる成
果をあげるため、進路
指導と連動した授業改
善および学習支援を進
めていく。
①部活動顧問間の連携
を図りながら、より適
切な指導のあり方や効
果的な休養日の設定な
どを組織的に検討し
て、その実践を行う。
②個の特性やニーズに
応じた生徒会行事の実
施と生徒主体の活動へ
指導方針を明確に定め
る。教員主導で成功す
るよりも、生徒主体で
試行錯誤や失敗から得
られることがあるとい
う価値観を共有して指
導にあたる。
③問題行動の根本にあ
る生徒の生育歴にも目
をむけた指導と支援を
行い、社会性を高める
ために、指導と支援の
一体化を進める。ま
た、交通安全指導につ
いては、保護者や地域
との連携を図りながら
指導の成果をあげる。

３

①生徒自身が体験し、

①外部機関と連

①生徒の希望や個性

①新たな体験先を

①後期インターンシッ

①保育園や病院など生

考えていけるキャリア

携し、学年に応

に応じたキャリア教

開拓することがで

プなど新たな体験の場

徒の希望の多いところ

教育を計画的・段階的

じた進路学習を

育実践のための体験

きたか。キャリア

への参加を生徒に呼び

は新規開拓が難しい。

に実践する。

企画し、生徒の

先を開拓する。

教育実践のための

かけた。新たな体験先

新規に担当をおいて、

学びを支援す

計画を整備できた

の開拓については、情

新しい体験先を開拓す

る。

か。

報収集にとどまり、ま

る必要がある。

②「実践推進校」とし

②粘り強く進路

②進路ガイダンスや

②生徒の進路に対

だ不十分である。

進路指導

②新たに校外模試を導

て、生徒一人ひとりの

の目標を達成し

進路相談日を活用し

する意識を高める

・支援

②一般入試希望者対象

入するので、進路に対

社会接続を実現するた

ようとする姿勢

て、生徒の進路に対

ことができたか。

の進路ガイダンスの回

する意欲を高めるため

めに、ていねいな進路

を身につけさせ

する意識を高める。

数を増やすなどして、

に、結果をいかに活用

支援を行う。

る進路指導・支

生徒の進路意識を高め

するかが課題である。

援に取り組む。

た。

①地域に情報発信する

①ホームペー

①ホームページをで

①ホームページの

①ホームページを速や

①ホームページの更新

とともに、生徒の地域

ジ、説明会や配

きるだけ速やかに更

更新を月に１度以

かに更新するように努

作業にあたり、技術継

理解と地域貢献を通

付資料を通して

新する。中学生・保

上行うことができ

めた。また、中学生・

承が課題である。

じ、連携と協働を推進

情報を発信す

護者対象の説明会で

たか。

保護者対象の説明会で

する。

る。

は配付資料を作成

は新しい情報を載せた

し、新しい情報を載

資料を配付した。

せる。

②8/24(水)に、南足柄

②地域と連携して、地

４

地域等との 域防災を推進する。
協働

②南足柄市等と

②災害時における対

②マニュアルの検

市防災安全課職員 2 名

連携し、災害時

応を南足柄市等との

討・改訂ができた

及び足柄高校担当職員

における対応

検討・確認を進め、

か。

4 名が参加した、避難

を、検討・確認

マニュアルの改訂を

所開設(資機材)訓練を

する。

はかる。

行った。

②南足柄市は避難所の
機能を考え体育館以外
の施設も使用したいと
申し出ているが、生徒
の有無や学校機能を維
持することを考えると
難しく、今後の調整が
必要である。

・インターンシップに
ついては、選択の幅が
広いので対応は難しい
が、機会を増やすこと
が大切である。
・社会接続を考える上
で、高校生として身に
つけておいて欲しいの
は、礼儀正しく、他者
とコミュニケーション
をとる能力である。人
と交わる積極性が大切
である。順応力は後か
ら付いてくるものであ
る。

・ HP の 更 新 に つ い て
は、南足柄市も同じ課
題を持っている。担当
者の研修会で、研修を
短時間で終わらせ、残
りの時間は HP の更新
に使うなどの取組みを
行っている。
・企業でも、外向けの
HP の更新は、企業イメ
ージや信頼に関わる。
信頼に関わる業務だと
認識する必要がある。
・地域の美化活動に多
くの運動部・文化部の
生徒が参加してくれ
た。高校生の若い力を
頼もしく思う。

①インターンシップの
新規開拓については、
十分な成果は得られな
かった。インクルーシ
ブ教育における社会接
続の手立てとして、次
年度は高校生活の中で
のコミュニケーション
能力の育成に焦点を絞
り、その間にインター
ンシップ先の開拓を行
いたい。
②校内での学習成績や
校外模試の結果を踏ま
えた進路指導に向けた
準備を行うことができ
た。次年度は、より高
い進路希望の実現を目
指した指導の実践を行
う。
①ホームページの更新
業務については、担当
者に過大な負担をかけ
ることの無いような組
織的な体制を構築する
必要がある。関係グル
ープが連携して迅速な
更新が行える方法を工
夫したい。
②防災関係の南足柄市
との連携は、密に行う
ことができた。土砂災
害に対する備えに不十
分な点があるので、市
と連携して解決の手立
てを探りたい。

・防災マップでは、本
校周辺はイエローゾー
ンに入っており、土砂
災害に対する注意が必
要な地域である。

５

学校管理
学校運営

①学校全体で教育環境

①バリアフリー

①施設のあり方を見

①リソースルーム

①リソースルームの整

①校内表示やトイレの

に対する課題を共有

の見地に立ち、

直し、対応できるも

の整備やトイレの

備や新一年の教室の窓

整備を今後も行い、施

し、組織的・計画的に

施設のあり方を

のについてバリアフ

改修などにおい

に手すりを設置した。

設のユニバーサルデザ

改善していく体制を整

検討する。

リーを進める。

て、バリアフリー

また、新一年生が主に

イン化をすすめる。リ

える。

を進めることがで

使用するトイレの入口

ソースルームの整備に

②特に校内のバリアフ

きたか。

にカーテンを設置し、

ついては、学校全体を

リー化と教育活動のＵ

直接内部が見えないよ

踏まえ、配置に考慮す

Ｄ化を推進する。

うに改善した。

る必要がある。

③不祥事防止に努め、

③複数での点検

③風通しのよい職場

③事故・不祥事ゼ

③修学旅行マニュアル

③具体的な事例につい

実効性のある組織的な

確認等により、

環境づくりによっ

ロを達成すること

の一時紛失があり、事

て、防ぐ手立てをグル

取り組みを行う。

互いにミスを防

て、不祥事防止に向

ができたか。

故・不祥事ゼロを達成

ープ協議するなど、主

ぐ組織づくりを

けた組織的な取り組

することができなかっ

体的な研修を行い、不

行う。

みを行う。

た。

祥事防止に取組む。

・リソースルームの整
備はすばらしい。生徒
のニーズに応じた施
設・設備が必要だと思
う。

①リソースルームの整
備や利用規定の作成を
行うことができた。次
年度は、リソースルー
ムへの人員配置や具体
的な利用の実践を行
い、成果をあげたい。
③事故・不祥事に至る
直前で誤りを発見した
こともあり、互いの点
検によって事故を防ぐ
経験をしたことで、点
検の重要性に気付くこ
とはできた。丁寧で注
意深く業務を進めるこ
とを習慣づけたい。

①個の特性やニーズを
把握しながら、実態に
即したインターンシッ
プ先の開拓や実習を行
うための準備を行う。
日常の生活の中での共
生をテーマに、他者理
解やコミュニケーショ
ン能力を育み、社会接
続に必要な基礎的能力
を育成する。
②粘り強く進路実現に
向けて挑戦する姿勢を
育む学習指導と進路指
導を行う。校外模試の
データを進路指導に活
用するとともに、生徒
を励まし続ける指導を
徹底する。
①情報管理グループの
ホームページ担当者を
中心に、掲載情報を提
供する他グループの担
当者を決め、組織的な
更新業務が行える体制
をつくる。
②南足柄市の作成した
防災マップと活用し、
土砂災害時における避
難のシュミレーション
を行い、対策を協議す
る。
○本年度、ボランティ
ア委員会を立ち上げ、
活動を始めた。生徒の
主体的な活動も見られ
た。地域での活動の活
性化等、次年度の課題
として取り組みたい。

①リソースルームでの
実践的な取組みを進め
ながら、担当者の配置
の仕方や規定について
の見直しを進め、長期
的な視点でリソースル
ームを活用し、成果を
あげる。
③想定される事故につ
いては、未然防止のた
めの方策を検討するこ
とを習慣づけ、主体的
な事故防止体制を確立
する。

