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成果と課題

改善方策等

①ＷＧによる平成 29 年度
入学生からのカリキュラ
ムが改定され、生徒の進
路実現に向けて全職員で
認識を共有した。
②GTEC1、2 学年全員受験
を決定し、8/30 に実施し
た。豪州交流事業は 20 名
の生徒が参加し、担当教
員の指導の下、素晴らし
い成果をあげた。参加生
徒たちを主体として、即
興型英語ﾃﾞｨｰﾍﾞｰﾄ大会やｽ
ﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄの取組みを実施
した。また、県のﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ
州派遣事業にも生徒１名
が選抜されて参加した。
12/25 には本校において
当地域内研究指定校が一
同に会し、生徒の学習成
果発表会、教員の研究成
果発表会が行われ、充実
した発表を行った。
③２学期制の利点を生か
すべく、前期期末試験実
施時期を夏季休業明けと
し、それに伴う年間行事
計画の適切な配置を検討
した。
③受験指導をより精密に
実施するため、各学年の
選択希望調査結果を受け
て、２、３年生の文理分
け、レッスン制の来年度
実施の具体的検討を継続
している。
④組織的な授業改善に係
る年間計画を策定し、次
年度の実施に向けた準備
を整えた。
①「青春偏差値日本一」
という生徒会が広めたキ
ャッチフレーズを全生徒
が好意的に受け止め、自
身の有用感を一層高める
ことに繋がった。
②４・12 月に生徒情報交
換会を行い、全職員で情
報を共有した。
③４・９月登校時に江ノ
電乗車指導を近隣高校の
職員と連携して行い、10
月には通学路登校指導を
実施した。他者への配
慮、整列乗車、車内マナ
ーおよび歩行マナーも概
ね良好であった。

①生徒の進路実現のた
めには、カリキュラム
の継続的な改定を行っ
ていく必要がある。ま
た、新カリキュラムへ
の移行を５年後に控
え、さらなるカリキュ
ラムの検討が 必要であ
る。
② GTEC 受 験 に つ い て
は、英語力の向上に直
結し、生徒の 学習意欲
向上に役立った。３年
生の受験利用も考慮し
次年度は全学年で実施
することとした。
②交流事業に参加を希
望する生徒全員に機会
を与えたいが現状では
難しいため、 別の観点
からも新たな企画を立
て生徒の積極的な要望
に応じることとした。
次年度は夏季休業中に
海外語学研修をカナダ
で実施する計画であ
る。
③より適切な年間行事
予定の策定に向けて、
行事の見直しを 継続し
て行っていく必要があ
る。
④組織的な授業改善に
向けて職員全体の共通
理解を図る。
①生徒が経験する受動
的感動、能動的感動の
機会をいかに多く確保
するか、準備も含め、
常に様々な情報収集が
必要となる。
③乗車マナーや歩行マ
ナーに関しては他者へ
の配慮を欠くことのな
い深い人権意識が求め
られることを、全校集
会や学年集会及び HR で
引き続き生徒に喚起
し、社会から信頼され
る行動をとるよう継続
して指導する。

①理数系に配慮したカリキ
ュラム改訂は評価できる。
①カリキュラム改訂に際し
ては改善の視点をどこに置
くのか、つまり、生徒を通
しての課題か、教員側の意
識改革なのかに中止するこ
とが肝要であろう
②英語力向上に向けて GTEC
受験導入等の強化策は評価
で き る。 さら に、 TOEFL、
TOEIC などの外部機関試験
も経験させたい。
②英語の資格試験導入に際
してはできる限り大学入試
や一般社会における認知度
の高い機関を受け入れた
い。
②国際交流の楽しさ、英語
の必要性をより多くの生徒
が理解できるきっかけとし
て、さらに発展させていた
だきたい。さらに、海外交
流事業やディベート参加等
の英語力向上について是非
継続願いたい。
②グローバル教育は選抜さ
れた生徒を通して全生徒に
対する効果的な教育の展開
を思考したい。

①国公立大学進学志望
者の学習達成度を高め
るため、平成 29 年度
入学生に向けてカリキ
ュラム改定を行い、１
年次からの理数系科目
の履修を必須化した。
②GTEC 導入がグローバ
ル教育研究推進校とし
ての取組みに奏功し
た。来年度の全校実施
に向けて県との円滑な
事務遂行を課題とす
る。
②豪州交流事業は担当
教員の指導の下、素晴
らしい成果をあげた。
また、その参加生徒た
ちを主体として、英語
ﾃﾞｨｰﾍﾞｰﾄ大会やｽﾋﾟｰﾁｺ
ﾝﾃｽﾄの取組みを実施
し、成果を挙げた。
③学力向上進学重点校
エントリー校の取組み
として、２学期制の利
点を生かすために、前
期期末試験実施時期を
夏季休業明けとし、そ
れに伴う年間行事計画
の適切な配置を検討し
た。
④授業改善に向けた教
員間の相互授業観察の
実施を決定した。

①理数科目の早期履修
に伴い、文系科目の履
修を現行よりも減じる
必要が生じ、総合的学
力の水準をどう維持、
向上させられるかが検
討課題となる。
②グローバル教育研究
推進校としての取組み
の一つの柱としての
GTEC の 継 続 的実 施に
向けて、県ときめ細か
な連絡及び事務遂行に
努める。
③学校行事を重視する
伝統意識に基づき、ク
ラス分けに当たっては
文理分けを実施してこ
なかったことから、大
きな編成替えがもたら
す課題については経年
観察が必要。
④教科横断的な取組み
の一層の活性化を検討
する必要がある。

②市学警連では機会がある
が、中高連携という視点で
生徒指導の現状を情報共有
できるとよい。
②課題を持つ生徒の現状と
対応策については十分理解
できる。
③マナーの育成は行動面だ
けではなく意識面の改革・
修正が求められている。活
発な意見交換の場づくりを
創造したい。
③現在近隣住民から苦情は
特に来ていないようだが、
暗くなってから走って駅に
向かう生徒の様子が高齢の
歩行者との衝突等の不安が
ある。
④分教室の共同活動は十分
にできている。

②生徒情報共有に関す
る会議を状況に応じて
開催した。必要な時期
及び緊急時の対応につ
いて、学年間だけでな
く外部機関とも連携を
とりつつ実施できた。
また、数回にわたり実
施したが、その都度前
回の内容を踏まえて継
続的に行った。
④６月の合唱祭では分
教室も参加し、実行委
員と協力して運営を行
った。また、９月の体
育祭では分教室も学年
リレーに参加し、伝統
行事の一端に触れる体
験に繫げた。

②生徒および教員間の
連携を図り、生徒の情
報収集を適宜行うこと
で状況に応じた対応策
を共有し、よりきめ細
やかな対応を進める。
各学期の最初に職員全
体で生徒情報交換会を
行い、生徒の状況を把
握する。
④各行事での教職員の
連携は充実してきた
が、生徒同士の交流を
さらに進めて相互理解
を深めていきたい。行
事以外でも生徒会活動
などで協働できるもの
があるか検討が必要で
ある。

①学力向上進学重
点校エントリー校
として具体的な評
価視点・水準を確
認し効果的なカリ
キュラムの検討を
実施する。
②グローバル教育
研究推進校として
生徒に習得させる
基準を確認し効果
的な計画を策定す
る。また実施可能
なものから随時導
入を図る。
③２学期制の長所
を活かした年間行
事予定の見直しを
図り学校行事の教
育課程上の位置づ
けを明確にする。
④組織的な授業改
善に係る年間計画
を策定し実行可能
なものから随時導
入を図る。

①ワーキンググループ
を発足させ具体的な計
画を策定する。生徒の
進路希望を実現するた
めに、29 年度入学生の
カリキュラム構築を検
討する。
②英語資格認定試験の
試験的導入を試みる。
オーストラリア交流事
業が、参加生徒を通じ
てグローバル教育の機
会となる方策を検討す
る。
③前期期末試験の実施
時期やクラス編成のあ
り方を検討する。
④授業改善を目的とし
た教科会を行い、教科
での取組みを検討す
る。

①ワーキンググループによる
具体的計画策定がなされた
か。
進路実現に有効なカリキュラ
ムの構築をすることができた
か。
②英語資格認定試験の導入を
することができたか。
オーストラリア交流事業を効
果的なグローバル教育の機会
とすることができたか。
③効果的な年間行事計画が策
定できたか。
④授業改善を目的とする教科
会を開けたか。
教科会で情報交換を基に教科
としての取り組みを検討する
ことができたか。

○社会性・協調
性・体力・行動
力・自己管理能力
や人権意識を養う
ために多様な経験
をさせ、生徒が意
欲的・主体的に人
間形成を行うこと
ができる環境を整
生 徒 指
える。
２
導・支援
○一人ひとりの個
に応じた支援を充
実させる。

①生徒の自己有用
感を醸成する効果
的な学校行事の活
用を図る。
②一人ひとりの生
徒状況を把握する
ための組織的な情
報共有機会を設定
する。
③生徒の人権意識
を涵養するための
効果的な支援の工
夫を行う。
④藤沢養護学校分
教室との交流を行
う。

①生徒一人ひとりが行
事における自己の役割
を理解し協調性を持っ
て取組めるような支援
方法の工夫を図る。
②課題を抱える生徒の
情報共有と組織的な支
援を図る。
③SNS に関わるトラブル
未然防止 LGBT への理解
等人権を意識させるよ
うな機会を設定する。
④分教室と授業や行事
などを通して互いの理
解を深める。

①行事の過程や終了後に生徒
たちの自己有用感は高まった
か。
②定期的な生徒の情報共有が
実施されたか。
③生徒の人権意識を高める機
会が設定できたか。

教育課程
学習指導

校

評価の観点

○複眼的多面的に
ものを見て、深く
思考し、論理的で
批評力・判断力・
洞察力・行動力に
富む生徒を育む教
育課程に整備す
る。
○高度で知的好奇
心を刺激する授業
を教員・生徒の相
互で作り上げるた
めに、組織的な授
業改善を推進す
る。
○各教科及び総合
的な学習の時間の
取組みを通して、
歴史文化への造詣
を深め、また、課
題設定・解決力・
表現力を育む。

１

鎌倉高等学校

④分教室と交流し協力関係を
持てたか。

３

４

５

○難関国公立大
学・難関私立大学
への合格者数を増
加させる。

①生徒一人ひとり
がグローバルな視
点を持ち高い目標
を掲げ最後まで挑
戦を継続できるよ
うな支援体制を確
立する。
②「総合的な学習
の時間」や LHR の
効果的な活用によ
るきめ細やかなキ
ャリア支援体制を
構築する。

①グローバルな視点を
育む学習機会を設定す
る。難関国公立大学進
学希望者が増えるよう
なキャリア支援の工夫
とカリキュラムの改定
を行う。生徒の自己肯
定感が醸成できるよう
学校行事への効果的な
参加を促す工夫と受験
は団体戦であるという
意識付けを促す。
②３年間をトータルで
意識したキャリア支援
の内容を検討する。受
験科目の多さが苦にな
らないよう国公立大学
の魅力を伝える。

①グローバルな視点を涵養す
る学習機会を設定できたか。
効果的なカリキュラム改定が
なされたか。
その結果として国公立大学受
験者が増加したか。
３学年縦割り行事等を効果的
に活用して自己有用感が育ま
れ団体戦の意識が高まった
か。
②３年間を見越したキャリア
支援の検討は図れたか。

①これまで継続していた
姉妹校交流事業に加え、
スタディーサポート（学
力リサーチおよび学習状
況リサーチ）に替えて、
GTEC と実力テスト（模擬
試験）を実施することに
より、生徒の学習到達度
や学習状況を定期的に把
握した。それぞれの結果
について日ごろの学習指
導や面接指導に役立てつ
つ、職員研修を定期的に
行った。
①国公立大学進学志望者
の学習達成度を高めるた
め、１年次からの理数系
科目の履修を必須化し
た。
②休業中を中心に、生徒
のニーズに合わせた多様
な講座を開設し、参加を
促すことができた。

① GTEC や 実 力 テ ス ト
（模擬試験）の結果を
学校全体・職員全体で
共有化することを確認
し、一層の学習指導へ
役立てる必要がある。
過年度生の情報も各担
任へ提供し、日ごろの
学習状態の把握に役立
て、過年度生へのフォ
ローも充実させる。実
力テストや模擬試験の
精選を図り、その結果
データを学習指導･面接
指導に活かす。
②早期に生徒のニーズ
に応じた開講講座を設
定し、生徒の積極的参
加を促せるように努め
る。

①学力向上進学重点校エン
トリー校として、難関大学
への合格者数増加に向けて
職員全体で対策を講じてい
る。
①生徒の個性に応じた個別
進路指導を効果的手法で実
施して結果を出しているこ
とが評価できる。
②生徒、保護者に対して、
早い時期から進路を意識す
る取組みを継続的に行うこ
とが必要だろう。
②講座を設置し、成果を上
げていることは大いに評価
できる。参加生徒数の記載
は必要。

○保護者・地域・
大学・分教室との
連携・協働による
教育を推進する。

①地域・保護者等
と連携した生徒主
体の活動を支援す
る。
②地域に理解され
る貢献活動を実施
する。
③「かまくら学」
やキャリア教育等
での高大連携を構
築する。
④藤沢養護学校分
教室との交流を行
う。（再掲）

①「かまくら学」を軸
にした地域との協働に
よる体験活動のさらな
る充実と生徒のプレゼ
ンテーション能力の向
上を目指す。
②環境に関する関係団
体との連携を図り協力
体制を構築する。
③「かまくら学」にお
ける大学との連携を図
る。キャリア教育にお
ける高大連携を図る。
④分教室と授業や行事
などを通して互いの理
解を深める。（再掲）

①生徒の積極参加を促す地域
との協働メニュー提示が効果
的になされたか。
②かながわ海岸美化財団と協
力体制を築き海岸清掃が効果
的に実施されたか。
③「かまくら学」やキャリア
教育を進める上で大学との連
携を図れたか。
④分教室と交流し協力関係を
持てたか。（再掲）

①②「かまくら学」に
ついて、学校全体とし
てより一層の取組みと
職員の理解が必要であ
ると思われる。
協働メニューについて
も、職員全体の理解と
取組みが必要である。
③「かまくら学」への
取組みをキャリア教育
への一つの足がかりと
して、さらに より良い
プログラムの検討に着
手すること。
③各大学と継続 的な連
携を図り、時宜に応じ
た情報提供を着実に実
施したい。

①「かまくら学」は是非継
続して頂きたい取組みであ
る。レポートの書き方の練
習となる指導を希望。
①「かまくら学」を学校全
体で取り組んでいることに
は地域住民として感謝して
いる。
①特色としての「かまくら
学」は中学生にも参観させ
たい内容である。
②地域の老人ホームと交流
している部活動があり地域
貢献として評価できる。
③「かまくら学」を通して
「自地域」を学習すること
は必要である一方、「地域
学」の視点からは歴史教育
に偏ることのない指導が求
められる。

○すべての職員が
一丸となって学校
改革に臨み、魅力
ある学校づくりに
組織的に取り組
む。

①事故・不祥事０
件の継続のため
OJT サポートのさ
らなる充実を図
る。
②学校目標を共有
しその達成に向け
て学年・グループ
で協同して取組む
方法を構築する。
③授業改善・指導
力向上に向け情報
交換の場を設定す
る。
④職員・生徒が一
体となって防災意
識の涵養を図る。
⑤ホームページで
学校の情報を発信
する。

①効果的な研修会の実
施と OJT サポート状況
の点検方法を構築す
る。グループを主体と
した事故防止会議の計
画的な実施を図る。私
費会計の適正な執行を
図る。
②学年・グループで学
校目標達成を意識した
会議時間を確保する。
③定期的な授業改善・
指導力向上のための授
業互観の機会や研修会
を企画する。
④様々な状況を想定し
た避難訓練を実施し、
DIG 訓練を工夫する。
活用しやすい防災マニ
ュアルの見直しと職
員・生徒の共有化を図
る。
⑤閲覧しやすいホーム
ページに改定する。情
報を随時更新する。

①時宜に適した効果的な研修
会が開けたか。
定期的な点検方法が構築でき
たか。
各グループが主体的に事故防
止会議を実施したか。
私費会計の執行が適正に実施
されたか。
②毎週の学年会・グループ会
議において定期的に学校目標
達成に向けての情報共有はで
きたか。
③教員同士の情報交換を含め
効果的な授業互観や研修会が
実施できたか。
④特に地震・津波を意識した
訓練の実施と DIG 訓練の定着
が図れたか。
生徒にとっても理解しやすい
マニュアルの見直しが図れた
か。
⑤閲覧しやすい HP 改定が実
施できたか。
時宜に応じた情報更新が実施
されたか。

①②１学年の「総合的な
学習の時間」を中心に、
講演会、研究テーマ設
定、夏季準備レポート、
かまくら探索、研究発表
会などを通じて「鎌倉」
への理解は十分深まった
と考えられる。また、
「協働メニュー」には１
年生全員が参加し、地域
と交流し、市民活動につ
いて学ぶことができた。
③「かまくら学」講演会
に大学教授や鎌倉に関す
る専門家を招聘し、有意
義な講演を生徒に提供で
きた。
③進路講演会として、20
を超える大学を招き、生
徒に向けて貴重な情報提
供の機会を設けた。
①外部講師を招いて、全
員参加による事故防止研
修会を行う計画を立案し
た。また、日常の中でも
OJT をサポートし、職務
を遂行できるようにし
た。
②学年会・グループ会議
は固定した曜日開催を実
施できている。職員間の
情報交換・情報共有も確
実に実施できた。
③相互授業見学の期間を
設定し、授業改善・指導
力向上の一助となるよう
位置づけた。
④避難訓練の実施時に、
昨年に引き続いて DIG 訓
練を導入し、生徒および
職員の意識を深めること
ができた。
⑤閲覧しやすい HP に改訂
することができた。

①今後も継続的に研修
会を行い OJT を推進す
る。
②授業時間確保等に伴
い年間行事等を見直す
にあたり、各グループ
を横断する組織が必要
か。
③教科内の研究協議に
とどまらず、全体会を
設定して情報共有を図
る場の設定が必要であ
る。
④DIG 訓練については、
さらに充実できるよう
改革を図るとともに、
各回の避難訓練内容を
工夫することが必要で
ある。
⑤トップページが見や
すいものに改訂できた
一方、専門的に改訂で
きるスキルを持つ職員
の配置に課題がある。

①事故・不祥事０件は大い
に評価できる。研修等の活
動が功を奏している。
①全国的かつ今日的な案件
にも対応できている。
④学校が置かれている環境
を十分に理解した上で具体
的な対応策が十分に取られ
ている。
④地震、津波対策として生
徒の安全を考えることが第
一である。さらに避難所と
しての機能を担っているの
で生徒も支援者となるよう
に、避難所運営について学
ぶことも必要。
④DIG 訓練を取り入れ避難
訓練の意識が高められ防災
マニュアルの改訂を行った
ことを高く評価する。
④DIG のために効果的な大
縮尺の地図を生徒・教員・
住民が協働で作成したい。
⑤PTA とのより一層の連携
を希望。

進路指導・
支援

地域等との
協働

学校管理
学校運営

①ｾﾝﾀｰ試験に際し、実
力を存分に発揮できる
体制作りのため、12 月
の科目ごとの演習に加
え、１月に本番同様の
時間割でﾏｰｸｼｰﾄ型の模
擬演習講座を設置し
た。
①以前から要望が多か
った自習室について、
次年度４月から稼働で
きるよう整備を進め
た。
②本校卒業生による大
学紹介や、大学の先生
を招いての説明会を行
い、生徒が将来の展望
を具体化するための機
会とした。
②３年生対象の進路講
演会は実現したが、
１，２年生対象の講演
会は見送られた。次年
度の実現に向けて、検
討したい。
①②１年生は「かまく
ら学」の協働メニュー
として地域の方々と協
力してボランティア活
動や清掃活動を行っ
た。
③「かまくら学」講演
会に大学教授や鎌倉に
関する専門家を招聘
し、有意義な講演を生
徒に提供できた。
④６月の合唱祭では分
教室も参加し、実行委
員と協力して運営を行
った。また、９月の体
育祭では分教室も学年
リレーに参加し、伝統
行事の一端に触れる体
験に繫げた。（再掲）

①直前のセンター演習
に関して参加者がやや
少なかったため、時期
と生徒への呼びかけ方
法を改善する。
①新たに設置した自習
室に関して、生徒用机
が 15 台のみで、数が
十分確保できていない
ため、より多くの生徒
が利用できるよう工夫
していきたい。
②ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育推進校
の企画と連携し、本校
の特色に沿った人選を
行い、学校や地域や国
などの枠を超えた広い
視野を持てるような講
演会を企画していく。

① OJT を 推 進 し 、 事
故・不祥事０件を堅持
した。
③相互授業見学の期間
を設定し、授業改善・
指導力向上の一助とな
るよう位置づけた。
④防災マニュアルの見
直し改訂を行い、職員
へ周知した。緊急時の
生徒の行動については
津波等の対応を徹底し
た。学校評議員会を通
じて地域との連携につ
いて検討し、災害時対
応物品の充実を図っ
た。また、鎌倉市防災
課と協定を締結し、
MCA 無線を配備した。
⑤ホームページを全面
的に更新し、より見や
すい体裁を整えた。ま
た、生徒活動の様子を
時宜に応じて掲載する
ことができた。担当者
確保に課題あり。

③組織的な授業改善に
向けて相互互観授業の
必要性について全職員
で一層の共通理解を形
成する。
④実際の災害を想定し
た初期対応について確
実に行動できるよう生
徒職員に周知するとと
もに、備品配備の方法
を検討し活用を図る。
地域連携を意識した校
内備品の新たな整備を
図る。
⑤PTA や同窓会とのよ
り一層の相互連携や、
生徒向けに有用な受験
情報等が得られるリン
ク先の提供等を検討し
たい。
⑤ホームページの更新
については担当グルー
プ全員で担当更新に当
たり、スキルを共有す
る。

①②２、３年生は地域
貢献デーとして、海岸
清掃及び近隣地域の公
園や道路の清掃を行っ
た。なお、海岸清掃に
関しては「かながわ海
岸美化財団」の方々の
協力を得ることができ
た。
①②協働メニューにつ
いては、対象となる企
画を早めに検討して生
徒に示し、地域活動の
充実と生徒が参加しや
すいものを追求する。
海岸清掃や近隣地域の
清掃活動をさらに充実
させ、地域住民に信頼
されるよう努める。

