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＜学校情報＞ 

１ 課程・学科  全日制課程 商業科・スポーツマネジメント科・国際学科     

 

２ 学校長  磯部 修一  （令和２年４月１日現在 在職２年目） 

 

３ 学校教育目標 

本校は学則に則り、後期中等教育およびビジネス教育・国際理解教育を行い、他を尊重

し自立精神を持つ個を育み、将来の社会人としてビジネス社会を理解し、問題解決能力と

国際的視野を持つ豊かな人間を育てることを目標とする。 

 

○商業科教育目標 

生徒一人ひとりの能力に応じた個性を尊重し、経済のサービス化・グローバル化・ICT

の急速な発展や地域産業の振興など起業家精神を身に付けた人材の育成及び職業人と

しての倫理観・遵法精神などの育成のため、力強く生きることができる資質を、体験的・

実践的な活動を含めながら高め育てる。 

  ●重点目標 

☆ビジネス等の実社会で役立つ将来のスペシャリストやリーダーを育成する。 

  ☆地域に貢献する即戦力としての人材を育成する。 

  ☆教科指導や特別活動・部活動を通して全人教育を行う。 

 

〇スポーツマネジメント科教育目標 

 スポーツや健康に関する学習や実践的な活動を通して、科学的な知識・理解を深める

とともに、スポーツとそのマネジメントにかかわる能力を育てる。 

●重点目標 

☆地域における生涯スポーツ振興の担い手づくりと横浜におけるスポーツの活性化

に貢献する人材を育成する。 

☆グローバルな視野をもってスポーツや健康分野におけるビジネスの振興発展に貢

献する人材を育成する。 

☆将来の社会的・職業的自立に向けた資格や技術を習得した人材を育成する。 

 

○国際学科教育目標 

自主自立の精神を培うとともに、国際感覚、異文化間コミュニケーション能力及び

問題解決の方法を身に付け、国際社会で世界の人々と共に生きる力を育てる。 

●重点目標 

☆国際社会で共に生きるために、自己及び自国の文化を深く認識し、かつ多文化共生

の姿勢をもてるよう国際感覚を育てる。 

  ☆異なった文化の中でも積極的にコミュニケーションできる能力を育てる。 



  ☆多様化する国際社会で主体的に行動するため、自ら問題を発見し整理し解決方法を

追求しつづける能力を育てる。 

  ☆教科指導や特別活動・体験実践活動を通して全人教育を行う。 

 

４ 教育方針 

○ 生徒の主体的な学びを支援し、「活力」「魅力」ある学校づくりを推進する。 

生徒の興味・関心・意欲の向上を目指した指導方法の工夫を行い、わかる授業に取り 

組み、一人ひとりの生き方を踏まえた進路指導を推進し、課題解決能力の育成を図る。 

○ 新たなビジネス教育（経済のサービス化・グローバル化や ICT への対応、起業家精神 

の育成、職業人としての倫理観）や世界の人と共に生きる力を育てる国際理解教育を推 

進する。国際的な視野に立った先進的なビジネス教育やコミュニケーション能力を身  

に付けた国際社会に貢献しうる人材を育成する。 

○ 学校評価を実施し、絶えず問題意識を持って、学校教育改革を推進する。学校評価委 

員会を活用し、P 計画・D 実行・C 振り返り・A 行動 のサイクルで改善を継続する。 

○ 第３期横浜市教育振興基本計画に沿って教育改革を推進し、Ｙ校における商業科、ス 

ポーツマネジメント科及び国際学科のより一層の発展を目指す。学力の全体的な底上げ 

を図り、一人ひとりの力を 大限に伸ばし、進路実現に繋げていく。 

 

５ 教職員数（令和元年 12 月１日現在） 

   学校長  １  校長代理  １   副校長  ２   事 務 長  １  

教    諭  66 （男 45 、女 21 ）          養護教諭  ２  

実習助手  ３      事務職員  ４     技能職員  ３  

   Ａ Ｅ Ｔ  １      非常勤講師  24    管 理 員  ６  

(防災員２名含む) 

 

６ 生徒在籍数（令和元年 12 月１日現在） 

年次（学年） 学級数 男 子 女 子 合 計 

１ 7 99 177 276 

２ 7 111 162 273 

３ 7 121 150 271 

合 計 21 331 489 820 

 

 

 

 



７ 回収率 

 依頼数 回答数 回収率 

教職員 72 71 98．6％ 

生 

徒 

１年 275 267 97．1％ 

２年 272 256 94．1％ 

３年 271 244 90．0％ 

合 計 818 767 93．8％ 

保護者 818 632 77．3％ 

 

８ 自己評価実施日 

教職員  令和元年 12 月 13 日～令和元年 12 月 20 日 

生徒  令和元年 12 月 13 日～令和元年 12 月 25 日  

保護者  令和元年 11 月 18 日～令和元年 11 月 25 日  

地域        令和２年３月６日  

 

９ 集計・分析期間 

令和元年 12 月６日～令和２年４月 30 日 

 

10 自己評価書の公表方法・時期 

   学校ホームページ上で、令和２年６月以降に発表の予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜自己評価＞ 

 
１ 第３期横浜市教育振興基本計画の推進状況 

 

□魅力ある高校教育の推進状況 

〈商業科〉 
（関連アンケート番号：教職員 1、4、5、6、生徒 1、保護者 1、2、6、10） 

取 組 

・個性を伸ばす専門教育の推進を目指し、検定上位級取得による専門性

の深化に取り組んだ。 

・高大連携や産学連携による取り組みを積極的に行った。 

・各種ビジネスコンテスト等への参加についても積極的に取り組んだ。

・専門学校との連携により、日商簿記検定や販売士検定合格に向けての

特別講座を実施した。また、公務員志望者に対しては公務員受験講座

を開設し、民間企業志望者に対しては就職マナー講座を行った。 

・資格取得を目指すとともに、地域との連携を図り地域貢献し活躍でき

る人材を育成することを目的の一つとして、２年生の授業「課題研究」

を行った。例年行っている課題研究発表会は中止となったが、1 年間

の研究を通して、よりよい成果を上げることができた。 

・地域との連携として、「総合実践」において南区内の老人クラブとの

交流授業を年２回実施した。 

成 果 

・３年生の全国商業高等学校協会１級３種目以上合格者は、40 名（１級

７種目１名、６種目１名、５種目４名、４種目 11 名、３種目 23 名）

であった。教科全体として、授業以外での検定対策や補習を実施した

成果が表れたと考える。 

・「課題研究」における実践例として、東洋大学国際観光学部と連携し

た仮の株式会社組織による東洋大学の学園祭でのサービスの提供や、

企業との連携活動で株式会社旅工房での研修受講などの活動を行っ

た。 

・10 月７日（月）１年生ＹＢＣクラスの生徒を対象に横浜市立大学の授

業見学会を行った。オリエンテーションの後、横浜市立大学の芦澤美

智子先生の「経営管理論」を受講することにより、進路選択の実際の

イメージを強化するとともに、現在自分の学んでいる専門学科科目が

どのように大学でつながっているかを実感することができた。 

・高大連携による取り組みとして、関東学院大学、東洋大学、横浜市立

大学と積極的に連携をとった。 

・ＹＢＣ２年「課題研究」の授業においては、令和元年度は関東学院大

学と株式会社日本テレビアックスオンとの産学連携により、「ベトナ

ムの方の横浜への訪問客増」というテーマに取組み、そのアイデアを

提示し講評をいただくという企画を行った。 

・同じくＹＢＣ２年「課題研究」の授業で行ったインターンシップにお

いて、５事業所に計 22 名を受け入れていただき、ビジネスの現場実

習を通じて職業意識の向上をはかり、商業を学ぶ意義を育むことがで

きた。 

・各種ビジネスコンテスト等への参加については、「総合実践」のなか

で日本政策金融公庫主催の高校生ビジネスプラングランプリの応募

に取り組んだ。令和元年度もその取組みが評価され学校賞を受賞し

た。また、ＹＢＣ２年の｢総合実践｣では、神奈川県生徒商業研究大会

に学校代表として参加した。 

・老人クラブとの交流授業はお年寄りの方々に大変好評であり、また、

生徒達のマナー実践の場ともなり良い体験となった。 



課題 

・家庭学習の時間が取れていない生徒が多いことが課題である。長期的

な計画に基づく学習習慣がない。 

・「総合実践」の中身を現代ビジネスに必要な力をつけさせるためのも

のにする改善が必要である。そのためには複数教員配置の効果的な運

用やタブレットの効果的な活用などが必要となる。 

・検定への取組みの明確な目標設定が必要である。 

・「課題研究」の更なる充実を図ることが必要である。 

改善策 

・入学時から家庭学習の習慣を身に付けさせる。 

・授業の中でやりきることを習慣づけさせる。 

・入学時から学習習慣をつけさせるためにも資格取得を奨励し、３年間

を見通しての資格取得計画を明示していく。難関資格対策としては放

課後や朝を利用した複数教員による補習や、商業分野の部活動組織の

見直し、設置などを教科全体で検討していく。 

・実践室を多目的に利用できるような環境にし、個別学習やグループワ

ーク、各種検定対策などを効率的に実施できるようにする。 

 

〈スポーツマネジメント科〉 
（関連アンケート番号：教職員 1、4、5、6、生徒 1、保護者 1、2、6、10） 

取 組 

・スポーツ科学の分野、スポーツビジネスの分野のいずれにおいても外

部の方々に協力していただき、講演会や体験会などを頻繁に行ってい

る。また、２年生のインターンシップやロサンゼルス研修旅行など、校

外でスポーツについて学ぶ機会も継続している。 

・３学年副担任を進路指導担当者とし、進路指導の充実を図った。 

・定期的に各クラスで学級通信を発行するとともに、本校Ｗｅｂページ

において随時取り組んだ内容を発信するよう努めている。 

 

 

成 果 

・日常的に得られる知識を基礎として講演会や体験会、現場実習などを

行うことにより、スポーツ業界に携わるということがより現実的に考

えられているため、明確な進路選択・進路実現が行われている。 

・４期生のうち６割以上が大学進学を実現した。体育系よりも経済経営

系の進路選択をする生徒が多いことから、商業科のなかの一クラスで

あるということで商業に関する科目を継続的に学びたい生徒が多い。 

・担任と進路指導部担当者の指導が行き届き、生徒に応じた受験方法で

進路を決定させた者が多い。 

 

 

課 題 

・部活動や校外のクラブチームで活動しているものがほとんどなので、

休業日での活動については指導者から理解が得られるように努めてい

くことが課題である。 

・引き続き、行ける進路ではなく行きたい進路を実現させるための指導

が必要である。 

・保護者に対して学校の様子が伝わらないことが多いようなので、検討

が必要である。 

 

 



改善策 

・部活動やクラブチームの指導者に対してもスポーツマネジメント科の

存在意義や取り組みを理解してもらえるよう交流を図る。 

・令和元年度同様、２年度も進路指導部にスポーツマネジメント科を主 

として指導する教員を配置し、適切な進路指導を行う。 

・学校ホームページを随時更新するとともに、学校からのメール配信サ

ービスを効果的に活用し、保護者に直接連絡が行き届く方法を検討す

る。 

 

 

 

〈国際学科〉 
（関連アンケート番号：教職員 1、4、5、6、生徒 1、保護者 1、2、6、10） 

取 組 

・学校は学校ホームページ及び Newsletter を活用し、活動の振り返りや

気づきを書き留める手段として、e ポートフォリオを使っている。 

・総合的な探究の時間（Global Learning 以下 GL）では、国連主導の SDGs

を題材に、誰一人取り残さない社会に向けて、身の回りの課題にどう

取り組むか、問いをたてながら探究を深めている。今年は初めての取

り組みということで、マインドセット、SDGs ワークショップ、世界で

一番大きな授業を受けて、協働型探究活動に取り組んだ。「2030 年の

横浜が豊かな都市であるために必要なものは何か」というテーマに対

して、各グループが提案をした。 

・他校を招いて英語で行う学生会議ＹＳＦ(Yokohama Student Forum)の

テーマは「貧困」について探究活動を行った。具体的には、日常的な

ディスカッションを通して意見交換をしたが、修学旅行先で訪問した

国連国際学科の生徒とも英語で話し合いを行った。 

成 果 

・振り返りを行うことで、客観的に振り返ることができ（メタ認知）、

次の行事に向けて主体的に取り組むことができるようになった生徒が

増えた。Newsletter では深い学びができていると感じた生徒の振り返

りを共有することで、レベルアップする目標をたてやすくなったと考

える。 

・GL では、SDGs を取り上げることによって、より具体的な課題に向き合

い、社会と個人のつながり、地元と世界とのつながりを意識すること

で、より自分事として課題をとらえることができる生徒が増えた。 

・昨年、林文子横浜市長が「横浜の子どもたちがグローバルな視野を持

って、持続可能な社会の実現に向けて行動し、自立して生きていく力

を養ってほしいと願っている。」と記者会見で述べ、ＹＳＦのような

高校生会議への期待を表明した。令和元年度は、行政機関との連携が

平成 30 年度ほどとれなかったが、引き続き持続可能な連携がとれるよ

うに探っていきたい。 



課 題 

・振り返りは行事ごとに振り返りシートを配付し、スケジュール帳に日

常上の学びや気づきをメモするようにして振り返りを促しているが、

個々の生徒へのフィードバックが確立できていない。 

・GL では、生徒の主体的、対話的、深い学びを教員がどのように支援し

たらよいか、問の立て方や仮説の立て方、研究方法についてよき伴走

者としてどういった言葉かけが必要かなど課題は残った。 

・YSF にはもっと外部機関との連携が必要であると考えており、令和元

年度はそこが不十分であった。市長が言う「社会とのつながり」の場

を生徒に提供できるよう関係部署と連携できればと考えている。 

改善策 

・振り返りは担任のみならず、他の教員、クラスメイトなど様々な人と

の間で行われた方が有効と考え、GL の時間を中心に振り返りの時間の

設定を検討する。 

・教員間で連携して指導にあたり、知識を伝達する役割から一緒に答え

を探究できるような指導ができるようにする。また、ルーブリック型

の形成的評価を導入して、生徒が目指す目標設定を明確にする。 

 

２ 教育活動の状況 

□教育課程の状況  

（関連アンケート番号：教職員 2、3、生徒 1、保護者 2） 

取 組 

・学科やクラスの特色をふまえた特色ある教育課程の編成・実施を行っ

た。 

・生徒の実態等をふまえた、生徒が主体的に選択できる選択科目を開講

した。 

・多様な進路実現にむけた教育課程・教育内容の改善を図るため、教育

課程の効果的運用を図った。 

・令和２年度の新教育課程の完成にむけて、具体的にカリキュラムを編

成した。 

成 果 

・「希望する進路に進むために必要な科目や興味・関心を満たす科目が

設定されている」（生徒１）は、平成 30 年度の 83％から 85％と増加

した。また、「本校のカリキュラム（教科・科目構成）は、生徒の進

路実現に役立っている」（保護者２）は、平成 30 年度の 79％から 82％

と増加した。 

・令和元年度も平成 30 年度に引き続き、生徒の希望に即した選択指導が

できるよう選択科目調査を２回実施した。 

・新教育課程の編成について、総合的な探究の時間の設定と必履修科目

の設定の仕方から編成を進めた。 



課 題 

・選択者数５名未満による不成立科目がいくつか出てしまった。中でも

平成 30 年度設定した新テスト対応の科目（古典Ａ・Ｂ）はほとんど成

立しない。令和２年度は開講するかどうかも含めての検討が必要であ

る。 

・令和元年度も３学期になってから大量の選択変更希望者が出てしまっ

た。この時期に担任との面談をするのが原因として考えられるが、面

談の時期も含めて検討が必要である。 

・新教育課程の編成について、将来構想委員会との連携がうまく取れず、

スタートが遅れてしまったが、令和２年度中の完成というスケジュー

ルは変わらないので、早急に編成を進めることが必要である。 

・新教育課程の編成について、商業高校としての特色を出しつつ、多様

な進路や一般受験に対応できるカリキュラムの編成が必要である。 

改善策 

・変更希望の増加について、面談の時期を早める。変更の期限を早める

などが考えられる。 

・本校には４つのカリキュラムが存在する。学校全体で選択科目の精選

や選択群の見直しを進める。新教育課程についても同様である。 

・新教育課程について、現行カリキュラムの反省・検証をふまえて編成

する。ワーキンググループ会議が月１回では足りないので、臨時で会

議を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□教科指導の状況 

（関連アンケート番号：教職員 4、5、6、生徒 1、保護者 1、2） 

〈教務部〉 

取 組 

・学習活動における基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、一人ひ

とりの力を 大限に伸ばし、進路実現に繋げていくための指導方法の

工夫・改善を図った。 

・幅広い視野や教養を身につけるため、主体的・意欲的に学習活動に取

り組む態度を育成した。 

・家庭学習の習慣が身につく教科指導や、放課後・休業期間等を活用し

た教科指導を継続して行った。 

・各学科における検定等の取得、英語力の向上に向けて、きめ細やかな

指導を充実させた。 

成 果 

・教員対象項目である「生徒の実態に応じて、指導内容や指導方法を工

夫してわかりやすい授業を行っている」が 90％を超えており、依然と

して教員の自己評価は高いものの、平成 30 年度よりは減少している。

（教職員５）。 

・教員対象項目である「観点別評価規準を明確にした年間計画を立て、

それに基づき適切な方法で評価・評定を行っている」が 90％に近づい

た。（教職員６） 

・保護者の対象項目である「本校の教育活動は、生徒にとって魅力ある

ものとなっている」が平成 30 年度は 80％未満だったのに対して、令

和元年度は約 85％となっている。（保護者１） 

・保護者の対象項目である「本校のカリキュラム（教科・科目構成）は、

お子さんの進路実現に役だっていると思いますか」が平成 30 年度は

80 未満だったのに対して、令和元年度は約 82％となっている。（保護

者２） 

課 題 

・教員対生徒の点では、観点別評価規準に適応しようという自助努力が

感じられるが、わかりやすい授業が行えている自信は低下してきてい

る。日常業務が多忙なため、自己研鑚にあてる時間が不足しているこ

とが課題である。 

・保護者の期待に応え続ける必要があるので、学校全体として働き方改

革を推進していく必要がある。 

改善策 
・授業公開や研究授業などを定期的に行い、教員相互の意見交換や情報

共有を行う場を設ける。 

 

 

 

 

 



〈国語科〉  

取 組 

・グループワークなどを積極的に取り入れ、生徒が主体的、意欲的に取

り組めるような授業を行った。  

・進路希望や習熟度といった、一人ひとりの生徒が力をつけるのに 適

なクラス分けや、授業を考え、展開した。  

・３年生では必修の現代文の２クラスを３分割することによる従来より

もきめ細やかな指導を行った。  

・国語表現では進路希望を考慮に入れたクラス編成を行い、なおかつ少

人数での授業を展開することによって、一人ひとりの進路が実現する

手助けをした。  

成 果 

・グループワークなどを積極的に取り入れることで、生徒の主体的活動

や、授業に対する意欲を従来よりも引き出すことができたように見と

れる場面が多くあり、生徒の授業評価も概ね肯定的である。  

・３年生で必修の現代文の２クラスを３分割することによる従来よりも

きめ細やかな指導を行ったことにより、生徒一人ひとりの授業への意

欲が高まり、内容理解が深くなったと感じる場面が多くあり、生徒の

授業評価も概ね肯定的である。  

・国語表現では進路希望を考慮に入れたクラス編成を行い、なおかつ少

人数での授業を展開することによって、国語においての表現力を向上

させるとともに進路実現のための実践的な力も身につけさせることが

できたと思われ、生徒の授業評価も概ね肯定的である。  

課 題 

・教科の教職員それぞれが、様々な調査、アンケート、反省や振り返り

などをただこなすだけではなく、授業改善・指導力向上に本当に必要

なのかどうかをよく考え、形式や文言だけ整えてそれなりに見せるこ

とに終始するような、いたずらに時間を浪費するだけの仕事をするの

ではなく、実際に生徒指導や授業に生きるように仕事をするという意

識を共有していくことが求められていると改めて感じる。これからも

さらに生徒一人ひとりに寄り添った、国語力向上の助けになるような

授業の形式や展開などを、教科としてしっかりと話し合っていく必要

がある。  

改善策 
・実生活と結びつきの深い授業研究を行い、教員相互の意見交換や情報

共有を行う場を設ける。  

 

 

 

 

 

 

 



〈地歴公民科〉  

取 組 

・教科書の内容を中心に、基礎的な知識を習得させるとともに、多面的

な視野が持てるように考察する際の的確な根拠、資料を活用して授業

実践を行った。その際、各科目担当が自主教材を持ち寄り、教材開発

を行いながら授業を進めた。  

・大学受験に対応できるように、課題プリント・対応プリント等、難易

度を考慮した多様な資料を使って授業を行った。  

成 果 

・生徒の授業評価はおおむね肯定的であるが、授業目的が単なる知識習

得ととらえて、多面的な視野の価値への理解につながらない生徒もい

た。また、進路が決まった後の生徒の授業に対するモチベーションを

高める授業改善を図ってきたが、少しずつ成果は表れ始めている。  

課 題 

・教科書程度の基礎的知識の定着や、より主体的で多面的な視野の習得

が求められる。また、「倫理」や、商業科の生徒は受験に対応できる「Ｂ」

科目を学べる機会がない点も解決が必要である。また、進路決定後の

生徒のモチベーションを高めることも課題の一つであったが、教材開

発、身近な地域教材などの活用、実物資料の活用等を実践してきた。

今後も引き続き授業改善を進めていくとともに、新課程を前にして大

学受験に十分対応できるカリキュラム（特に B 科目）も考えていかな

ければならない。  

改善策 

・主体的・対話的で深い学びになるように、生徒が自らの理解の状況を

振り返り、自分の考えをまとめて意見表明をする場面などをより多く

持つ必要がある。ICT 機器などの活用を通して、基礎・基本の定着と

進路開拓に向けてのより発展的な学習を両立していくことが求められ

ている。新教育課程の実施に向けて本校の生徒実態に合った新しい教

育課程を創造していくことが肝要であり、検討を進める。  

 

〈数学科〉  

取 組 
・継続して主体的・対話的で深い学びの実践が行えるような授業展開に

取り組んだ。 

成 果 

・生徒一人ひとりが自ら問題に取り組むような授業展開を行い、特にグ

ループでの課題解決を行わせることで積極的に意見や疑問を表現した

り話し合う姿勢が見られた。 

課 題 
・時間数が足りない科目があり、基礎的な内容をより定着させるための

課題の出し方や授業展開に工夫が必要である。 

改善策 
・教授内容を精査し、生徒が課題や目的を明確にしやすい授業展開を行

うことでねらいにそった授業展開を実践する。 

 

 

 



〈理科〉  

取 組 

・理科実験室エリアの教材展示機能の向上を図った。 

・自然科学に対する課題発見や探究力、総合的な見方の向上を図った。

・グループディスカッションやプレゼンテーションなどの主体的で対話

的な活動を多く取り入れた授業形態を実践した。 

・課題発見と解決のモデルとして実習を多く取り入れた探究活動を行っ

た。 

・２年必修選択について深い探究を随所に配置した。 

・自然科学を通じて健康や安全、人間生活と環境を身近な課題として考

えられる視点を持てるテーマを設定した。 

・３年３科目すべて、令和元年度受講者に合わせて、内容を一から精査

し再構築した。 

・定期試験ごとに科学理論式の活用や事象や原理の理解表現など到達目

標を生徒にわかるように設定し取り組んだ。 

成 果 

・展示を通じて科学について感じ取り考える機会が増えた。 

・理科の各分野の内容を取り込み、気づきと考察を繰り返す中で科学的

な考え方が意見として出るようになった。 

・主体的に考える姿勢やほかの考え方に耳を傾ける姿勢が育っている。

・理論計算や記述などに対する苦手意識を克服できる生徒が増えた。 

課 題 

・理系の生徒が決して多くないことや学科の特性、生徒個々の特性まで

考慮し、より良質な教材や展開例を用意することが必要である。 

・また、自然科学を授業で学ぶ 終学歴になる可能性の多い生徒たちで

あるので、生涯に有意義な安全や健康、課題解決力を培う授業内容が

必要である。 

・中学までに理科の楽しさやこの分野での自らの能力に気づかされてい

ない生徒が多いことを前提に、自然科学に主体的に向き合う感性や、

自らの能力に気づく力を引き出す授業の工夫が必要である。 

・成果を実感できないか、実感することを求めなくなってしまった生徒

も多く、多くの議論や PDCA を行って教材の向上に努める必要がある。

改善策 

・３名の教員が３科目(科学と人間生活・生物基礎・化学基礎)すべてに

携わっており、今まで以上に教員間で情報共有し議論を行い、授業改

善を進めていく。 

・各項目ごとに授業の目的、何を成果とするか、何ができるようにさせ

たいのか、どのように学ぶか、学ぶ力を身につけさせるかを明らかに

し、結果の検証を授業ごとに行う。 

 

 

 

 



〈保健体育科〉  

取 組 

・種目選択制の充実を図った。 

・体育授業の安全に配慮した活動を行った。平成 30 年度に続き「体つく

り運動」「体育理論」を計画的に実施した。 

・スポーツ科学、スポーツ実技を継続的に実施した。ポスターセッショ

ンや研究授業の公開を行った。 

成 果 

・生徒が自ら選んだ種目を主体的に取り組ませることができた。 

・教科内で話し合いを持ちながら「体つくり運動」「体育理論」の授業

展開ができた。 

課 題 

・種目の設定時期や場所や道具により、必ずしも第一希望の年間計画に

ならなかった生徒が出てしまった。 

・少数ではあるが、授業内のケガが発生している。 

改善策 

・より良い種目割の方法を考える。現実的には難しいので、多くの生徒

が譲り合いの気持ちが持てる指導を徹底する。 

・生徒のけが防止に対する意識の向上を考えた指導をさらに心がける。

 

〈家庭科〉  

取 組 

・実験・実習を重視し、生徒が主体的・体験的な学びを行えるような授

業を実践した。 

・民法改正に伴い、神奈川県発行誌「JUMP UP」を活用した重点的な消費

者教育を実施した。 

成 果 

・令和元年度に改訂された県発行誌「JUMP UP」や視聴覚教材を用いて消

費者教育に取り組み、各種契約や SNS などの消費者被害の具体例等か

ら実生活に活かす学びに繋がった。 

課 題 
・SNS の取扱いなど生徒の実態や生活における課題に合わせて、問題解

決に向けて主体的に思考する授業展開の工夫が必要である。 

改善策 
・実生活から自身の課題を見出し、生活の改善に向けて知識や技能の向

上を目指した授業や実習を実践する。 

 

〈芸術科〉  

取 組 

・生涯にわたり芸術を愛好する心情や美しさを深く味わえるような課題

を設定し、多くの生徒が興味・関心を持って取り組める授業を実施し

た。 

成 果 
・生徒たちが芸術のよさや美しさを理解し、興味・関心を持って授業に

参することができた。 

課 題 

・興味・関心を持って取り組んでいる生徒がいる一方で基本的な知識や

技能の習得が不足している生徒もいる。授業内容の設定、課題の精選、

展開の更なる工夫を継続して行う必要がある。 



改善策 
・これからも生徒が興味・関心を持って、主体的に学習に取り組むこと

ができるような課題設定や指導の工夫を行っていく。 

 

  ※外国語科は「国際学科」、商業科は「商業科」を参照。 

 

□特別活動・部活動の状況  

   （関連アンケート番号：教職員 7、8、生徒 2、3、保護者 3、4） 

取 組 

・生徒活動の環境及び支援体制の整備と確保を行った。 

・各分掌及び各学年・学科と連携体制を確立した。 

・行事の持つ教育的側面の充実と効果的活動、準備時間の確保を行った。

・生徒が主体的に活動できる支援体制を確立した。 

成 果 

・特別活動・HR 活動においては、教職員・生徒・保護者とも、より良い

活動ができていると考えている。生徒活動の環境及び支援体制の整備

と確保に努めているところが大きいと考える。 

・生徒は、クラス内で良好な人間関係を築いていると考える生徒が 90%

超えている。日ごろの取り組みの成果と考える。 

課 題 

・生徒会活動や委員会活動を主体的に行っていると考える生徒の割合が

70％とやや低めな数値を示している。生徒が主体的に活動できるよう

な支援体制の確立を進めていく必要がある。 

改善策 

・学校関係者評価において、日本における児童生徒の主体性の希薄化が

背景にあると指摘された。小中学校の成長過程を考慮した指導を視野

に入れ、今後の指導に生かしていく。 

□生徒指導・教育相談の状況 

（関連アンケート番号：教職員 9、生徒 4、5、9、保護者 3、5） 

取 組 

・日々の生活の中で規範意識を高めるためにあらゆる場面での声掛けを

丁寧に行った。 

・頭髪指導や服装指導を通じての生徒理解やＹ校生としてどうあるべき

かを対話してきた。 

成 果 
・87％の生徒が本校の生徒であることに誇りを持っている。 

・生徒たちが落ち着いた態度で学校生活を送れている。 

課 題 
・本校の生徒である誇りをさらに向上させるべく、高校生としてどうあ

るべきかをさらに考えさせる必要がある。 

改善策 

・日常生活からコミュニケーションを大切にし、教員自ら積極的な挨拶

を心掛け、生徒との対話を重視する学校風土づくりを行う。 

・学年生活指導を中心とした組織づくりを継続していく。 

 

 

 



□進路指導の状況 

（関連アンケート番号：教職員 10、生徒 1、6、保護者 6） 

取 組 

・２年生全体には進路の日を設け、各種試験を実施するなどして就職に

対する理解を深めさせた。また、２年生の段階で就職を希望する生徒

に対しては就職学習会を２回行い、職業人になる自覚を求める指導を

行った。３年生には毎週１回、第一希望で内定できるようきめ細かな

指導を行った。また、内定後も卒業時までの間、社会人になるための

指導として就職セミナーを５回実施した。 

・各学年担当者を中心に、各学年の進路ニーズに対応した取り組みを導

入し、進路ガイダンスがより効果的になるように運営をした。 

・上級学校訪問を１年生全科で行った。 

成 果 

・２年生は３学期の進路に関する面談や４月の進路希望調査を前に具体

的な進路実現に向けてテストや検査のデータを見ることによってやる

べきことが見えた生徒が多かった。９月に始まった１社目の就職試験

で 84％の生徒が採用内定を決め、11 月の時点で就職を希望する生徒全

員が内定を受けた。 

・「あなたは進路説明会等で進路に関する情報を十分に理解できました

か」（生徒６）で「そう思う＋ややそう思う」の数値が 82%と高い状 

態を維持している。進路ガイダンスや進路の日への取り組みが効果を

あげている。 

・YSM は順天堂大学、商業科（任意参加）は法政大学と専修大学、YBC と

国際学科は法政大学と中央大学を訪問した。商業科の参加は昨年６名

だったのが 46 名となり、生徒や保護者の関心の高さが伺えた。 

課 題 

・進路の日は進路ガイダンスとは異なり、個々の生徒が模試、適性検査

およびガイダンス、専門学校訪問を選択し客観的に進路に取り組む意

識や能力を育てることを目的としている。本校では資格検定を取得す

ることで進路実現に結び付けている現状をふまえ、検定対策という選

択肢も検討するべきと考える。 

また、スタディーサポートが商業科の生徒にはミスマッチしているの

ではないかとの声もあり、再度検討する必要がある。 

現代の企業は、課題設定と課題解決能力を備えた意欲ある人材を求め

ている。経営者と一緒になって企業の課題を見つけ、そしてそれを解

決できる人材の育成にさらに取り組み、１社目での内定率をさらに高

められるよう、２年生の早い段階からキャリア教育を充実させる必要

がある。また、３年生では途中からの進路変更による民間希望生徒へ

の短い期間での就職指導の工夫が求められる。 

・１年生には進路ガイダンスを行う前の上級学校訪問だったので、自分

の進路もまだ見えない中での実施に未消化なまま帰ってきた生徒もい

たため、日程の調整を行うことが必要であった。 



改善策 

①  過去の企業研究以外に、これからの企業の求める人材像の研究なども

行なわせ、日々刻々と変化する時代に即応した指導を行う。３年生へ

の就職指導に重点を置くとともに、１・２年生へのキャリアプラニン

グに工夫を凝らし、３年間を通しての進路指導体制をさらに充実させ

ていく。 

②新制度の大学入試制度移行に伴い、大学側が求める学生像が明確にな

る。大学側と生徒とでミスマッチが起こることがないように、生徒に

対する意識づけを継続して行う。また保護者に対する進路説明会も従

来通り行うが、その内容をより精選してわかりやすいものになるよう

検討する。 

③上級学校訪問や進路ガイダンスなど、卒業後の「自分の在り方」を意

識させるとともに、日ごろから進路に関して相談しやすい環境を整え

ていく。 

 

  □保健指導及び環境美化の状況  

   （関連アンケート番号：教職員 11、12、生徒 7、8、保護者 7、8） 

取 組 

・平成 30 年度より健康診断の結果を面談時に返却し、家庭でも生徒の健

康状態に関心を持ってもらえるように内容を改善した。 

・美化保健委員として日々のゴミ収集当番や朝の清掃活動、地域清掃活

動を行い、校内外の美化環境に対する意識づけを高めた。 

成 果 

・「学校は生徒の健康管理について適切な指導をしている」（生徒７）

の結果は、８割の生徒が肯定的であった。生徒へは、保健室や校内で

直接指導を行うことができるのでこのような結果であると思われる。

・「学校は資源リサイクルや環境美化について積極的に取り組んでいま

すか」（生徒８）の結果は、８割の生徒が校内の美化環境について肯

定的であった。日々のゴミ分別などの美化活動に加え、定期的に実施

した地域清掃活動などの取り組みの成果であると考えられる。 

課 題 

・「生徒の健康管理に関する適切な指導が行われている」（保護者 7）

の結果、肯定的な保護者は６割程度にとどまっており、生徒７の結果

と開きがある。特に１割強は「わからない」という回答なので、保護

者への働きかけの工夫が今後の課題である。 

・美化清掃活動やゴミの分別への環境意識は高まっているが、ゴミの減

量化へ対する習慣づけが課題である。 

改善策 

・今後も健康診断の結果の返却を継続して行い、自分の健康についての

関心を高めるよう働きかける。保護者に対しては保健室からの発信の

あり方を工夫し、生徒の健康状態に関心を持ってもらえるような資料

を提供できるよう改善をしていく。 

 

 



３ 学校経営の状況 

□教育目標等の設定・実施状況 

（関連アンケート番号：教職員 13、生徒 9、保護者 1） 

取 組 

・グランドデザインに示された各学科の教育目標を踏まえて、地域や社

会とのかかわりを大事にしながら、ビジネス教育、国際理解教育を進

め、マネジメント能力等の育成を図っている。 

成 果 

・職員については学校教育目標の実現に向け教育活動に取り組んでいる

という意識をもっていること、生徒については本校を誇りに感じ、学

級で良好な人間関係を築いていると評価する割合が高い。そのような

環境があることが生徒の進路実績等につながっている。 

課 題 

・学校教育活動の情報発信に不十分な面があること、授業改善のさらな

る工夫が必要である。 

・多様な進路への丁寧な情報提供についても引き続き取り組むことが必

要である。 

改善策 

・学校 HP の現状を全体で共有し、情報発信の内容・担当者・時期等を決

め、定期的に更新状況を確認しながら効果的な情報発信に努める。ま

た、更新しやすい HP のシステムへの変更も検討する。 

・令和２年度から市立学校で取り組む「自分づくり・パスポート」等を

活用し、生徒の進路希望や将来の目標を把握し、より適切な進路情報

の提供につなげる。 

・教育目標を学校外とも共有し、企業などから講師を招き、地域貢献や

持続可能な社会の発展の在り方などを学ぶ機会を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□組織運営及び教職員研修の状況 

（関連アンケート番号：教職員 14、15、16、17、18） 

取 組 

・一人ひとりが意欲をもって業務に取り組み、円滑に校務分掌を遂行す

るよう心がけた。 

・教職員が教師力の向上を目指して、今日的な教育課題について研究・

研修を行う体制を整えた。 

成 果 

・経験年数の多い職員が経験年数の少ない職員に適切に指導・助言をす

るなどして、業務の引継ぎを進めることができた。また、学校評価を

生かすことで、平成 30 年度の課題解決を図り業務改善につながった。

・学校のグランドデザインに基づく教科のグランドデザインを作成する

ことで、学校経営参画意識が高まった。 

・研修の機会を適宜設定し、学習指導要領の改訂、それに伴う授業改善、

指導と評価の一体化、生徒理解、特別支援教育等についての理解を深

めることができた。 

・教職員育成課主催のキャリアステージ研修の研究授業を行い、互いの

授業を見合う機会が増えた。 

課 題 

・正規職員の数が十分ではない環境での業務分担が課題の一つである。

・経験年数の少ない教員の教師力を高める研修が必要である。 

・キャリアステージごとの人数に差がある。 

改善策 

・教職員の異動等を考慮し、長期にわたる固定的な役割分担を避けたり、

業務の引継ぎを計画的に進めたりすることで、より円滑で組織的な学

校運営を図る。 

・経験年数の少ない教職員が増えてきており、今後もその状況が続く可

能性もあることから、メンターチームで当該教職員の教師力の向上を

図る。併せてそこにかかわる様々なキャリアステージの教職員の資 

質・能力の向上にもつなげる。 

・学習指導要領の改訂を踏まえた資質・能力を育成する指導と評価につ

いて教職員が引き続き学ぶ機会を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 



  □学校経理、施設・設備及び情報の管理状況  

   （関連アンケート番号：教職員 19、20、21、22、生徒 10、11、保護者 8、9） 

取 組 

・本校に割り当てられた限りある予算を適切に執行するため、予算委員

会を編成し、教科や分掌からの希望予算額を審査のうえ、適切な執行

に努めた。 

・印刷機の仕様を可能な限り共通化し、消耗品をまとめて発注し、在庫

の縮減を行うとともに、詰め替え製品の購入、他の部署での不用品を

引き取るなど、支出を抑え効率的な執行に努めた。 

・部活動や授業の理解を得ながら、教育委員会事務局とともに大規模修

繕（トイレの洋式化・ドライ化、吊り天井改修、電話交換機の更新）

を実施した。 

・校舎老朽化に伴う各所の小破修繕を実施した。 

成 果 

・懸案だったトイレのドライ化・洋式化を実現できた。 

・配当された予算を超過することなく良好な教育環境の維持を図ること

ができた。 

課 題 

・いくつかの修繕個所は台風・大雨被害により教育委員会事務局の予算

がひっ迫したことから、令和２年度へ繰り越さざるを得ない状況であ

るため、優先順位をつけながら引き続き迅速に対応していく必要があ

る。 

改善策 

・施設の老朽化対応だけではなく、地域の一員として親しまれる学校の

実現に向け、植栽管理をはじめとする校地管理に更に力を注ぐ必要が

ある。 

・特定個人情報（マイナンバー）を取り扱う業務を有しているため、引

き続き個人情報の管理についてセキュリティの強化も含め対応してい

く必要がある。 

・教員の働き方改革が求められている中、集約できる業務は事務室で代

行できるよう検討を行う。 

・本校に配当された予算で執行が困難な修繕案件や、抜本的な対策が必

要な事項については、引き続き市教委へ要望を出しつつ粘り強く交渉

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□保護者・地域等との連携協力状況 

（関連アンケート番号：教職員 23、24、生徒 13、保護者 10） 

取 組 

・保護者との連携 

１．年３回発行される PTA 広報委員会による「PTA だより」は学校の 

教育活動を保護者へ伝える媒体として貴重なものであるため、その内

容の充実を図るための連携協力をした。 

 ２．PTA 成人委員会による「施設見学会」やその他企画は保護者の学 

校理解のために有効なものであり連携協力をした。 

３．Ｙ校祭での PTA の活動の場であるバザーや無料休憩所の企画運営

に協力をした。 

４．Ｙ校おやじの会による月 1 回の環境整備活動やカレーパーティー

などの生徒・教員らとの交流を行った。 

・地域との連携 

１．「わがまちの学校づくり推進会議」を通じて、地域と連携して活

動を行った。 

２．Ｙ校祭において、生徒会の「地域交流局」の生徒の協力のもと、

地域ステージ発表や南区スポーツ推進協議会による「さわやかスポー

ツ」の運営の協力を行った。 

３．南区のイベントの桜まつりの模擬店やステージの生徒の参加協力

をした。 

４．地域清掃を大掃除及び美化委員会による特別清掃活動として行っ

た。 

５．国際学科の生徒による南太田小学校「英語教室」での交流を行っ

た。 

６．商業科の生徒による「老人クラブ・パソコン教室」での交流を 

行った。 

７．スポーツマネジメント科の生徒による「Ｙ校カップスポーツ GOMI

拾い大会」を行った。 

成 果 

・保護者との連携 

「PTA 活動が十分保護者に理解され円滑に運営されている」（教職員

23）の高い評価に見られるように、本校の PTA 活動をはじめとする保

護者の諸活動が、教職員との連携協力のもとに活発に行われた。 

・地域との連携 

「学校の教育活動の情報提供・説明が十分になされ、活動に対する理

解が得られている」（教職員 24）の高い評価に見られるように、「わ

がまちの学校づくり推進会議」を通じて、地域との連携に引き続き取

り組んだ。２～７の取組みに対しては多くの地域の方々の協力、参加

のもと成功裡に行うことができた。 



課 題 

・「学校の様子を家庭への配布資料や学校のホームページなどを通じて

十分かつ適切に伝えている」（保護者 10）が 80%を超えていないので、

ホームページを活用して情報を発信して 80%を超えるのが課題である。

・「横浜商業高校らしい地域連携活動」を、地域の方々にさらに理解し

ていただくことが課題である。 

改善策 

・ホームページ委員会と連携してホームページの更新を増やして学校の

情報を伝えていく。 

・わがまちの学校づくり推進会議や南区の地域振興課と協力して横浜商

業高校らしい地域連携活動を行い、地域の方々に理解していただくよ

うにする。 

 

□危機管理状況 

（関連アンケート番号：教職員 25、26、生徒 12） 

取 組 

・避難訓練において、避難経路や避難方法についての周知がより徹底し

て行われた。 

・旅行的行事の実施にあたっては、健康面への配慮が必要なケースには

事前に家庭との連携を十分に取った。 

成 果 
・健康面への配慮が必要な場合の家庭との連携を丁寧に図ったことで、

生徒、家庭、引率教員、学校が旅行の際により安心することができた。

課 題 

・計画運休等による交通機関の状況把握が困難で登校に関わる決定と連

絡が遅れることが課題である。 

・より現実的な避難訓練の実施も検討することが必要である。 

改善策 

・修正された横浜市学校防災計画に基づき、生徒の安全確保を第一に計

画運休への原則的な対応を決め、より速やかな判断につなげる。 

・新型コロナウイルス等の感染症から生徒、教職員の安全・健康を守る

視点を重視して、必要に応じて授業、年間行事計画等の見直しを図り、

教育活動をすすめる。 

・より実践的な避難訓練を工夫し、火災や地震発生時に迅速かつ安全な

避難ができるようにする。 

 

  □学校に関する情報公開の状況  

   （関連アンケート番号：教職員 27、生徒 13、保護者 10） 

取 組 
・平成 30 年度に続き発信の頻度向上と、発信すべき情報と発信方法につ

いて考察を行なった。 

成 果 
・月間予定を保護者向け Web ページにアップすることができた。 

・更新頻度を平成 30 年度より高めることができた。 



課 題 

・部活動ページに関する情報更新への不満が 30 年度に引き続きあること

が課題である。 

・まちこみメールに関する問い合わせが増えている。クラスや学科別ご

とのグループを作り，細かな情報発信が求められていることが課題で

ある。 

・学校活動における安全安心に関する情報の発信が不足しており，早急

に対応していく必要がある。 

改善策 

・学校ホームページは、スマートフォン閲覧用のページにも対応はして

いる。行事予定については、令和２年度からメール配信に添付する形

で行う。 

・部活動の内容の更新は、昨年度活動が不十分だった校内のホームペー

ジ委員会の委員で、積極的に情報収集して更新につなげる。 

・部活動に限らず、日々の教育活動の情報発信が細かくできるように、

ホームページの構成の更新を行う。 

 

４ いじめへの対応に関する項目 

□いじめへの対応  

（関連アンケート番号：教職員 28、生徒 5、保護者 3） 

取 組 

・毎月、いじめ防止対策委員会を行い、管理職・学年主任・生活指導部

主任と生徒の状況について情報交換を行い、早期発見・早期対応に努

めた。 

・生徒向け、教職員向け、生活アンケートを実施した。 

成 果 
・生徒アンケートの結果を適切にフィードバックできた。 

・いじめを許さない風土作りができている。 

課 題 

・表面化していない生徒間のからかいや、お金や物の貸し借りがあるこ

とが課題である。 

・生徒や職員の一人一人を大切に思う気持ちが学校として未熟であるこ

とが課題である。 

改善策 

・学校生活のアンケートを職員で共有して生徒に積極的にフィードバッ

 クする。（日常的声掛けなど） 

・管理職や学年主任、生活指導主任によるイニシアチブにより組織とし

て現状把握に努め、全職員が担任と同じ気持ちで生徒に関われるよう

意識付けを強化する。 

 

 


