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次のとおり学校評価を実施しましたので報告します。
取組の内容

校内評価

学校目標
具体的な手立て
１
教育課程の工
夫・改善を継
続的に行いな
がら、単位制
専門学科であ
る本校の特色
を活かした専
門性の高い教
育内容を提供
する。

①

②

③

新学習指導要領の完成年
度に向けて、教育課程の見
直しを継続的に行い、本校
の生徒に最適化したカリ
キュラムを目指す。大学・
研究機関との連携及び特
別講師の招聘などをさら
に推進し、その成果を日常
の教育活動に定着させて
いく。
生徒の主体性をさらに伸
長させ、本校の教育方針で
ある TOP 教育（Thinking
Organization
Presentation「考えをめぐ
らせ、知識を組み立て、そ
れをきちんと伝えること
のできる能力を育てる教
育」）の推進に向け、各学
科の指導や行事における
課題を明らかにし、改善す
るための PDCA サイクルを
確立する。海外姉妹校交流
や研修旅行などの内容を
さらに深化させるととも
に、国際交流の取組を発展
させる。
海外姉妹校交流や研修旅
行などの内容をさらに深
化させるとともに、国際交
流の取組を発展させる。

評価の観点
①

②

③

生徒一人ひとりの学習ニーズ
を満たすとともに発展的な学
力の育成が可能となる教育課
程が編成できたか。また、外
部教育機関及び外部人材を十
分に活用するとともに、その
成果を踏まえて日常の教育活
動の質的向上を実現すること
ができたか。
学力やコミュニケーション能
力など生徒の様々な能力の実
態を正しく把握した上で課題
を整理するとともに、能力向
上に向けた具体的な手立てを
確立できたか。また、課題の
設定、指導の実施、成果の検
証、新たな課題設定と手立て
の確立の作業を年間計画に位
置付けるとともに継続させる
体制を整備することができた
か。
豊かな国際性や高度な専門性
の育成に向け、海外姉妹校交
流及び研修旅行等の取組みを
深化させることにより、十分
な成果をあげることができた
か。

達成状況
①

②

③

・進路保障と生徒のニーズを
考慮して、教育課程の見直し
を行った。
・各学科とも外部講師を招聘
し、専門性の高い学習の提供
ができた。
・２年次の課題研究では、理
数科全生徒の研究発表ができ
た。また、つくばサイエンス
エッジ 2015 の最終選考に選
ばれ、科学者とのディスカッ
ションができた。
・各教科とも、生徒が主体的
に話し合う場を設けたり、グ
ループ活動による学習を通じ
て思考力・判断力・表現力を
高める授業に取り組んだ。
・各学科の発表会にむけてプ
レゼンテーションの機会を増
やし、TOP 教育を推進した。
・学科間の交流を通じて豊か
な人間性を育む教育に取り組
むとともに、学校行事や実技
発表会を捉え、リーダーを育
てる教育を積極的に行った。
・海外姉妹校交流や留学生の
受け入れを通じて、豊かな国
際性や高度な専門性を育む教
育に取り組んだ。
・ミャンマーの学校訪問を受
け入れ、それぞれの文化の紹
介やスポーツ交流を通じて、
国際理解教育の推進を図っ
た。

学校関係者評価

学校評価

(保護者)
・ 学科発表などの様子か
ら、日頃の取組や練習
を重ねることで、子ど
もたちは自信を持ち、
自己実現の喜びを感じ
ている。このことが、
将来への進路実現につ
ながっている。
・ 国際科は全員が
TOEIC を受験してい
るが、他学科も受験す
ることは出来ないか。
・ いろいろな科目を選択
できるよう選択科目の
設置を検討して欲し
い。

（学校評価）
①専門性の高い教育課程の編成
のため、高大連携など外部機関
との連携に努め、高度な学習活
動を生徒に提供することができ
た。
②各学科の発表会では、その事
前準備から事後に至るまで、生
徒が主体となって取り組み、
TOP 教育の推進を図ることが
十分にできた。
③今までの取り組みをさらに
進化させ、深い交流ができ異文
化理解教育の推進ができた。
（改善方策等）
・他学科の生徒と交流する機会
を多く設定し、個性や価値観の
異なる相手を理解し、自己も客
観的に分析できる視野の広い、
寛大な人間の育成を目指す。
・TOP 教育の実現に向け、幅広
い視野を持つスペシャリストの
育成に向け、教育課程の継続的
な見直しを行う。
・外部機関との連携においては、
本校の教育目標を補完するもの
と位置づけ、有意義な連携方法
を開拓する。
・海外姉妹校交流の相手校につ
いては生徒の関心・意欲を高め
られるような工夫を行う。

課題・改善方策等
① ・教育環境の変化に
対応した教育課程
の見直しを定期的
に行う。
・外部講師の招聘や
外部連携を日ごろ
の授業に生かせる
よう取り組む。
・２年次課題研究の
取組がより充実し
たものとなり、理数
に対する興味・関心
がさらに高まるよ
う取り組む。
② 各教科・学科の指導
や計画を検証し、発
表会や進路実現に
結実させるよう取
り組む。
③ 各 学 科 の 姉 妹 校 交
流や研修会旅行の
活動内容を生徒の
アンケートなどに
基づき、日程やプロ
グラムなどを必要
に応じて見直し、よ
り質の高い国際理
解教育を推進する。

(学校評議員)
・ ４学科５専攻の設置、
広い施設、充実した設
備など他に比類のない
特色を十分生かした教
育が実践されている。
・ 学科発表会や学校行事
の成果が、進路状況に
も反映している。
・ 卒業生の特色づくりの
アンケートから、各学
科の課題が見えてく
る。課題解決に向けた
取組が、生徒の充実し
た学びにつながって行
くものと考える。

２
生徒の状況を
的確に把握
し、個に応じ
た進路実現を
支援するとと
もに、教育相
談体制の充実
を図る。

３
本校の生徒に
向けた授業の
最適化をめざ
し、授業研究
に努める。ま
た、様々な学
習機会の提供
に努め、確か
な学力の向上
を図る。

①

②

①

②

①

・生徒のより的確な進路選 ①
択を図るために、各種のデ
ータ分析を基に研修会を
実施し、適切な進路指導を
行った。
・教育相談の判断により、
適切なケース会議を開催
し、生徒の状況の把握に努
めた。
・養護教諭・年次・学科・
教科担当との協力体制に ②
より、課題解決に向けて組
織的に取り組んだ。

入学時から積み重ねた各 ①
種データの分析を進める
とともに、様々な入試制度
の研究を行い、全学科の生
徒に対し適切な進路指導
が行えるよう、教員研修を
強化する。
②
担任、教育相談コーディネ
ーター、各学科に配属した
教育相談担当者等による
組織的な支援体制を活用
し、早期の対応を確立す
る。また、「学校いじめ防
止基本方針」に基づき、
「いじめ対策等検討委員
会」を中心に、いじめの防
止を図る。

生徒に関する各種データを正
しく分析するとともに、その
結果を進路指導に適切に反映
するための研修実施体制を構
築し、実施することができた
か。
教育相談体制の充実に向け、
生徒が抱える課題の早期発
見・早期解決のための組織的
な支援体制を整備するととも
に、効果的に対応することが
できたか。また、いじめ防止
に向け、安全・安心な学校生
活を保障する体制を整備する
ことができたか。

予習復習や家庭学習の指
導をはじめ補習・講習等可
能な限りの支援を行い、学
習習慣の確立と、確かな学
力の向上を図る。学校と家
庭での学習で進学希望が
実現できるような体制を
整える。
90 分授業の活用、言語活
動の充実などをテーマと
した授業研究を行い、本校
の生徒に向けた授業の最
適化を図る。授業の公開・
教材の共有化を進め、各教
科でより効果的な授業実
践を探求する。

確かな学力の向上に向け、生 ①・長期休業中の補習を計画 ①
的に実施し、生徒の参加を
徒一人ひとりの学習ニーズ及
促し、生徒の進路希望や到
び希望する進路に対応したき
達度に応じて、基礎学力の
め細かな学習指導を、全教職
向上や進路実現に向けた
員により適切に実施すること
支援を行った。
ができたか。また、その取組
・
生徒の学習習慣の確立に
により生徒の学習習慣を確立
向けた取組は行っている
させることができたか。
が、より一層家庭学習の充
授業の最適化に向け、教科と
実に向けた取組を組織的
しての目標を明確にした上
に行う必要がある。
で、教職員一人ひとりが 90 分
② ・ICT の活用や言語活動、
授業を効果的に展開するとと
グループ学習などを取り ②
もに、生徒の言語活動を充実
入れ、効果的な 90 分授業
させることができたか。また、
の展開に取り組んだ。
授業公開及び教材の共有化な
・公開授業やビデオによる
どを通じて、教科としての授
研修会を行い、授業改善に
業を推進することができた
向けて組織的に取り組ん
か。
だ。

①

②

②

③

・各教員の進路指導
のスキルをあげる
ために、教員の研修
会を継続して実施
する。
・各年次、各学科の
進路指導の成果と
課題が、次の年次に
活かすことができ
るよう取り組む。
･必要に応じて外部
の専門機関と連携
し、適切な時期にケ
ース会議を開き、生
徒にとって最善の
方策を探る。
教育コーディネー
ターやスクールカ
ウンセラーと連携
して、より充実した
教育相談体制の構
築を図る。

・生徒の進路希望や
学習の到達度を把
握し、生徒のニーズ
に応じた教科バラ
ンスの取れた補習
計画を立てる。
・教科としての課題
の出し方、提出方法
を統一し、生徒の学
習習慣の確立に向
けて組織的に取組
む。
ICT の 活 用 や 言 語
活動の充実、グルー
プ活動を効果的に
取り入れ、充実した
90 分授業の展開と
なるよう組織的に
探求する。

(保護者)
・子どもたちは、それぞ
れ学科の専門科目に
興味・関心を持ち、意
欲的に学んでいる。進
路実現につながる受
験科目においては、補
習などを通じて、基礎
学力や応用力を身に
付けさせて欲しい。
(学校評議員)
・各学科の専門科目の学
習に取り組む中で、学
習全般への意欲が高ま
っている。将来に対す
る具体的な目標が定ま
り、進路実現へ向けた
取組ができている。
・先生方の年次や学科の
行事の運営方法が、生
徒 の 人 間 関 係の 構 築
に う ま く 機 能し て い
る。
(保護者)
・長期休業中に、学習習
慣が確立できない生
徒がいると思われる。
学校で補習等を行っ
ていただき、予備校に
行かなくても学習習
慣や基礎学力が身に
付くよう取り組んで
欲しい。
(学校評議員)
・ビデオによる授業研修
は良い取組である。継
続して授業改善に取組
み、より良い授業づく
りを組織として追求し
て欲しい。その結果、
生徒による授業評価に
プラスとなって反映さ
れる。
・教員同士がお互いの授
業を公開し、指導方法
や内容の情報交換を積
極的に行って欲しい。

（学校評価）
①データ分析を進めながら、生
徒のより的確な進路選択を図
るための教員研修会を実施し、
タイムリーな進路指導ができ
た。
②生徒の状況に応じて、適切に
ケース会議を開催し、情報共有
を進め、継続的な支援体制が確
立できた。
（改善方策等）
・蓄積したデータや進路指導の
ノウハウを職員全体が共有し、
職員全体がチームとなって進
路指導を行う。また、進路指導
方針の年次間の引き継ぎも、よ
り一層確実に行う。
・生徒が抱える課題の早期発
見・早期解決に向けて、適切な
時期に三者面談等を行う。

（学校評価）
①機会ある毎に補習・講習を実施
し、生徒の参加を促し、基礎学
力の充実と進路実現に取り組ん
だ。
②ビデオによる授業研修や ICT
を活用した授業の工夫などに取
り組み、本校にふさわしい授業
の研究・開発をしている。
（改善方策等）
・手本となる授業を撮影し、職員
全体の授業研修会を継続する。
また、ICT を活用した授業の研
修会を企画する。
・９０分授業の活用や、言語活動
の充実など、効果的な授業展開
を共有し、テーマを設定した授
業研究を推進する。
・生徒のニーズに応じて学習機会
の拡大を図る。教科バランスの
とれた講座を設置する。

４
各専門学科に
応じたキャリ
ア教育を実践
するととも
に、生徒の生
活全般を指導
し、自律自尊
の人間の育成
を目指す。

①

②

③

④

⑤

各専門学科ごとの「総合学
習」プログラムを計画に沿
って実行し、さらに次年度
の改善と発展につなげる。
それぞれの学科の特性に
対応した「キャリア教育実
践プログラム」を深化させ
た「進路学習シラバス」を
実行しながら、生徒のキャ
リア発達を支援する。
あいさつの励行、通学時の
マナー等基本的生活習慣
が、校内だけでなく広く生
活一般において確立され
るよう意識啓発を図る。
学校行事、学科行事、部活
動、生徒活動等幅広い教育
活動を展開し、四学科の交
流を図るなかで、他者理
解、自己肯定感を高め、豊
かな人間性、社会性を育
む。
生徒自身が先頭に立ち、校
内美化、分別、節電の呼び
かけを行うことで、生徒の
環境への意識を高める

①

②

③

④

⑤

各専門学科において「総合学
習」プログラムを計画的に実
施できたか。また、今年度の
成果を踏まえ次年度に向けた
課題の整理と改善の手立てを
構築できたか。
各専門学科において「進路学
習シラバス」に基づいたキャ
リア教育を実施することで、
生徒のキャリア発達を支援す
ることができたか。
自律自尊の人間育成に向け、
基本的生活習慣の確立のため
の指導を徹底することで、規
範意識の醸成を実現すること
ができたか。
豊かな人間性及び社会性の育
成に向け、特別活動及び部活
動の充実などを通じて学科間
の交流を促進することによ
り、生徒の他者理解や自己肯
定感を向上させることができ
たか。
生徒の環境保護の意識を向上
させるため、主体的に環境保
護のための活動に参加するよ
う指導できたか。

①

②

③

④

⑤

「総合的な学習の時間」
は、組織的に、計画通りに
実施され、自ら考え表現す
る力の伸長に取り組んだ。
各学科の特性に応じて「キ
ャリア教育実践プログラ
ム」を展開したが、様々な
プログラムが「キャリア教
育である」ことを生徒によ
り一層認識させる必要が
ある。
集会や HR・掲示物等を活
用し、基本的な生活習慣の
確立やモラル、マナーの向
上に取り組んだ。しかし、
SNS の利用においては不
適切な情報発信が見られ
るので、規範意識の醸成に
向けてしっかりと取り組
む必要がある。
学科間の交流や学校行事
などを通じて、他者を理解
することの重要性を認識
させることができた。
ゴミの分別や校内美化な
ど環境保護の意識付けは
できたが、教室の消灯や冷
暖房の効率化など節電に
向けた取組を、より一層意
識させる必要がある。

①

②

③

④

⑤

「総合的な学習の
時間」の充実に向け
て、今年度の取組を
検証し、改善と発展
につなげる。
生徒が「キャリア教
育」を認識し、職業
への結びつきを意
識したプログラム
を検討する。
・時間厳守や挨拶の
励行など基本的な
生活習慣の確立に
向けた取組を継続
して行う。
・SNS の利用など
モラルやマナーの
向上に向けて啓発
する。
学科間の交流を充
実させ、他者を思い
やる心を育むなど
豊かな人間性の育
成に努める。
環境保護の必要性
を意識させ、教室の
消灯や冷暖房の効
率化など節電の推
進を継続して行う。

(保護者)
・ 各学科の特色ある発表
会に、学びの成果が表
れている。特に理数科
の課題研究発表会で
は、生徒全員が研究発
表を行い、卒業後の進
路に結びつくのではな
いかと感じた。
・ 生徒が他の学科の発表
会を見ることも「様々
な学び」に触れる機会
なので計画できない
か。
・ 部 活 動 に 打 ち込 ん で
いる生徒が多く、学校
生活に活気がある。
(学校評議員)
・ 各学科の特色あるキャ
リア教育を生徒自身に
認識させることで、将
来の目標が具体的なも
のになると思われる。
・ 学科を越えた 1 年次の
混合クラスや体育祭な
ど、学科の枠を越えた
交流は、「豊かな人間
性」を育む教育となっ
ている。
・ 生徒は、礼節をよくわ
きまえており高校生ら
しい活気に溢れてい
る。
・ 部活動の準グランプリ
賞に見られるように、
運動部・文化部とも活
気があり、学校全体が
とても良い雰囲気であ
る。

（学校評価）
①各学科に応じた「総合的な学
習の時間」が計画通り実施運営
され、実効性のある態勢を整え
ることができた。
②各学科の特色に応じた「総合
的な学習の時間」の中で、「キ
ャリア教育実践プログラム」は
計画的にできた。
③来校者に対するあいさつの
励行に係る指導の結果として、
高い評価を得ている。
④・集会や HR、教室掲示物等
を活用し、基本的生活習慣を確
立させる取組を進めるととも
に、交通安全指導を行うなど生
徒のマナーアップに努めた。
・地域清掃活動だけではなく、
近隣の支援学校と協同でふれ
あいコンサートを実施し、交流
を深めることができた。
・運動部、文化部併せて７部が
全国大会、関東大会に出場を果
たし、かながわ部活ドリーム準
グランプリ賞を受賞すること
ができた。
⑤清掃については、自発的に校
内美化、教室内の整備に取り組
む姿勢が見られ、教室の照明・
エアコンをこまめに切ること
による節電にも取り組むこと
ができた。
（改善方策等）
・節電については、使用しない
教室の消灯、冷暖房の効率化を
より徹底させ、節約を推進す
る。
・通学時の自転車のマナーや安
全確保については、保護者と連
携した指導を継続して行う。
・SNS の利用モラルの向上に
向けて、携帯電話教室を行う。
・体育祭など学校行事におい
て、異なる学科との生徒の交流
を積極的に取り組む。

５
地域との連携
を深め、開か
れた学校づく
りを行うとと
もに、専門学
科で学んだ成
果を地域に還
元することの
重要さを、生
徒に意識啓発
する。

６ 教職員の
資質と能力を
高めるととも
に、安心し信
頼される学校
の管理体制を
構築し、維持
する。

①

②

③

①

②

部活動やコンサート活動、 ①
出前授業、また、小・中学
校との連携をとおして、生
徒が地域住民や異校種の
児童・生徒と触れ合う機会
を増やし、専門学科で学ん
だ成果を地域に還元する
生徒の意識を啓発する。
②
HP の掲載内容や更新の迅
速性を高める。また、学校
説明会をより充実させる。
オープンスクール及び体 ③
験授業の実施体制を一層
充実させることにより、開
かれた学校づくりを推進
する。

生徒に学習成果を地域に還元
することの重要性を認識させ
るため、地域住民や異校種の
児童・生徒と触れ合う機会を
十分に提供することで、生徒
の意識を向上させることがで
きたか。
開かれた学校づくりの推進に
向け、学校説明会の実施体制
や HP の内容の充実を実現する
ことができたか。
開かれた学校づくりを推進す
るため、来校者の視点に立っ
てオープンスクール及び体験
授業の実施体制を充実させる
ことができたか。

安全教育を進め、生徒、職 ①
員の防災訓練を徹底する。
生徒用の防災マニュアル
を整備するとともに、災害
時の備蓄を確保する。
キャリア研修、人権研修や ②
事故防止研修など職員研
修を推進する。

防災教育及び安全教育の充実
に向け、生徒用防災マニュア
ルの整備、防災訓練の充実及
び災害時の備蓄の確保を実現
することができたか。
安心し信頼される学校管理体
制の整備に向け、一人ひとり
の教職員が主体的に各教員研
修に取組むことができたか。

①

②

③

①

②

・
「弥栄トリニティ」や「ふ ①
れ合いコンサート」「部活
動交流」など通じて、専門
学科で学んだ成果を地域
に還元することができた。
・本校の特色あふれる教育 ②
活動を正確に且つ迅速に
ＨＰに掲載でき、様々な情
報発信ができた。
・学校説明会は計画通りに
実施でき、4 学科 5 専攻の
特色を広く県民にアピー ③
ルすることができた。
・職員と生徒が連携して、
わくわくどきどき理数教
室など体験授業やオープ
ンスクールは計画的に実
施できた。
・公開授業を通じて、本校
の授業を見学していただ
くとともに、寄せられた感
想を職員で共有すること
ができた。

・小中高の連携に継
続して取り組み、専
門学科で学んだ知
識を地域に還元す
る。
・HP に掲載する記
事を積極的に提供
するよう職員に働
きかけ、本校の特色
ある教育活動を広
く県民に発信する。
・様々な交流を通じ
て、多くの生徒が専
門学科で学んだ成
果を地域に還元で
きるよう取り組む。
・オープンスクール
及び体験授業実施
後に寄せられた感
想を参考にして、開
かれた学校づくり
の推進に一層取組
む。

・実用的な防災マニュアル ①
を作成し、生徒および職員
の防災に対する意識を高
めることができた。また、
職員による東日本大震災
の講演会を実施すること
で災害時の対応について
学ぶことができた。
・地域の防災訓練に参加 ②
し、防災訓練の実態を知る
ことが出来た。
・進路指導に係わる各種研
修会を年次ごと定期的に
実施した。
・７月、中央支援学校の職
員による「人権研修会」を
実施した。
③
・11 月に「旅行会社の危
機管理の現状を知る」研修
会を行い、職員の学校管理
に対する意識の向上を図
った。

・実用的な防災マニュ
アルを作成し、職員・
生徒の防災に対する
意識を高める。
・地域の防災訓練に職
員・生徒が参加し、地
域への協力体制を検
討する。
・４学科５専攻の個性
あふれる生徒の才能
を十分引き出すこと
ができるよう、職員は
研修を重ね、教科・生
活・進路指導のいずれ
においてもしっかり
とした指導に取組む。
人権研修・事故防止研
修を計画的に開催し、
職員の学校管理体制
の意識を高める。

（保護者)
・ 説明会や体験授業を
通じて、弥栄高校に入
学したいと思う中学
生が増えている。
・ HP やマチコミメール
により、学校の情報提
供が適切に行われて
いる。
(学校評議員)
・ スポーツ科、芸術科、
国際科、理数科とも、
小 中 学 生 と の交 流 を
通 じ て 専 門 学科 で 学
ん だ 知 識 を 還元 し て
い る こ と は 素晴 ら し
い。教えることが「さ
らなる学び」につなが
っている。
・ 弥 栄 ト リ ニ ティ に よ
る連携は、中学生にと
って「高校での学びの
意欲」につながってい
る。弥栄高校に進学し
た い 中 学 生 はと て も
多い。
(保護者)
・ 先生方の意欲ある取組
が、生徒にとってプラ
スに働いている。とて
も感謝している。
(学校評議員)
・ 地域には高齢者の方が
とても多い。いざ災害
が発生した場合は、高
校生の力が必要になる
ので協力体制の構築を
図って欲しい。
・ 学校の職場がとても忙
しいと思われるが、事
故不祥事の防止に向け
た研修を継続して行っ
て欲しい。

（学校評価）
①「弥栄トリニティ」の取組を
継続し、弥栄小中高の連携を行
った。また、特別支援学校や公
民 館 との 交流 も計 画 的に でき
た。
②HP に掲載する記事の提供が
迅速に行われ、本校の教育活動
を発信することができた。
③専門学科で学んだ成果を地域
に還元する取組に多くの生徒が
参加しているが、まだ生徒会の
本部や特定の部活動に偏ってい
る面がある。
（改善方策等）
・教職員の多忙化の中で、外部
との連携の内容を精査し。持続
可能な取組みとして継続してい
く。
・ホームページをさらに充実さ
せ、本校の特色あふれる教育活
動 を 正確 に広 報す る ため に、
様々な情報をタイムリーにわか
りやすく掲載する。
・中学生のニーズに応える体験
授業や学校説明会の開催方法、
内容を引き続き検討する。
（学校評価）
①防災マニュアルを、さらに実
用的にした教員マニュアルを作
成し、教員対象の防災訓練を計
画的に実施した。
②進路指導に関わる各種教員研
修会を実施し、実効性のある職
員研修を行うことができた。
（改善方策等）
・各グループ・学科・年次が抱
えている課題を集約して、改善
に向けた取組みを行う。
・学校の安全管理や事故不祥事
防止に向けた研修会において、
地域の人材の活用を行う。
・入選業務、成績処理において、
事故が発生しないよう組織的な
チェック体制を機能させる。

