
局名 部名

教育局

Ⅰ　業務概要（教育目標）

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　生徒数の状況 (平成２７年５月１日現在）

１年 ２年 ３年 合計

36

男 2,453

女 1,447

計 3,900

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年3月31日）

○通信制独立校の特性を活用し、学びたい生徒が安心して学習できる環境を提供します。

所属 http://www.y-shuyukan-
h.pen-kanagawa.ed.jp

所属のホームページ

横浜修悠館高等学校

室・課（出先は所属）名

○通信制独立校の特性を活用し、生徒の新たな可能性を導き出します。

○通信制独立校の特性を活用し、生徒の自立と円滑な社会参加を実現させます。

○不断の改善により、あらゆる教育活動で、最高の価値を目指します。

生徒数

学級数

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合がありま
す。

第１号様式 

所属進行表 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

11,398 18,645 356 140 -7 19,134

1,360 1,370 1,370

104 24 25 23 17 88

12,862 20,039 381 163 10 0 20,592

項目 (再)配当額

事業費 31,289 6,421 5,053 6,370 12,313 994 31,151

維持管理費 30,789 5,984 6,759 6,003 8,967 3,075 30,789

計 62,077 12,405 11,813 12,373 21,280 4,069 61,940

186,431 127,209 193,148 131,608 638,396

198,836 139,022 205,522 152,888 4,069 700,336

△ 178,797 △ 138,641 △ 205,359 △ 152,878 △ 4,069 △ 679,744

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 60 60 60 60

上記以外の職員 40 39 40 40

計（人） 100 99 100 100

配置職員数

http://www.y-shuyukan-h.pen-kanagawa.ed.jp/
http://www.y-shuyukan-h.pen-kanagawa.ed.jp/


２　年間行事予定

４月 入学式、レポート配付、健康診断　　　５月 離退任式、進路説明会    

６月 保護者対象学習説明会、進路別ガイダンス、防災訓練　　

７月 生徒による授業評価、学校説明会①

８月 中学生対象体験スクーリング、継続期末試験、中間試験　　　９月 卒業式　

10月 学校へ行こう週間、文化祭　　　11月 遠足、学校説明会②　　

12月 学校説明会③、継続期末試験　　　１月 期末試験　　　２月　履修指導　

３月　学校説明会④、卒業式

３　進路の状況

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

230 286 365 408 361

４年制大学 32 48 46 41 38

短期大学 3 5 5 8 6

専門学校・各種学校 41 49 72 78 83

就職 10 9 17 27 32

その他・進学準備等 144 175 225 254 202

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

１　平成27年度の学校目標

２　平成26年度の学校目標の評価

　・生徒指導を職員全体で取り組むことによって特別指導案件が大きく減少した。

　・サマーチャリティーコンサートだけでなく、地域の催し物への参加も積極的に進めることができ
　　た。校内の文化祭の運営にも今までにも増して生徒の自主的運営の幅が広がった。

　・外国につながる生徒への支援の結果、単位修得については大きな成果があった。

　・特例子会社、ＮＰＯ、福祉団体など、多くの企業や団体との連携を進めることができた。

　Ⅱ　＜生徒指導・支援＞

　・生徒向け通信紙は紙面が見やすく、必要な情報が正確に伝わるようさらに改善が進んだ。
　　保護者コミュニティの通信紙は年間３回発行できた。

　・指導方針が浸透し、学校内や近隣での迷惑行為は目に見えて減少し、落ち着いた学習環境を提供
　　できた。

　Ⅵ　＜学校運営・学校管理＞

　　事故・不祥事の根絶に努め、円滑な学校運営を推進する。

　Ⅰ　＜教育課程＞

　・新教育完全移行に合せ、生徒の取り組みやすい報告課題集の作成ができた。

　・研究開発科目においての単位修得率を向上させることができた。

　　保護者等との連携の強化を図るとともに、ユニバーサルデザインやＩＣＴを取り入れた、きめ細
　かで革新的な学習支援を推進する。

　Ⅳ　＜キャリア教育＞

　　体験活動や生徒会活動、総合的な学習の時間等の活動、また、校外のリソースを活用した相談シ
　ステムの整備によりキャリア能力と社会参加意識の育成を図り、現代社会を生き抜く力の獲得とキ
　ャリアデザインの構築、進路決定をさらに推進する。

　Ⅴ　＜地域等連携＞

　　地域の学校として、相互理解や協力を深めるための連携を推進する。

　Ⅰ　＜教育課程＞

　　幅広い学習ニーズに対応する多様で柔軟な教育の展開をさらに推進する。

　Ⅱ　＜生徒指導・支援＞

　　指導方針の周知徹底等により学びたい生徒が安心して学べる学校づくりをさらに推進する。

　Ⅲ　＜学習指導・授業改善＞

　

卒業者数

進学



３　平成27年度の学校目標の評価 

・長期入院生徒のための学習支援について／本校設立時には、入院生徒の対応はおそらく想定してい
　なかっただろうが、入院等の生徒と出会ったことで、ＩＴ講座を活かせるのではないだろうかと考
　えた。以前南養護学校から相談があり、ニーズがあることがわかってから、このような支援に取り
　組んでいる。

　Ⅱ　＜生徒指導・支援＞

・生徒指導について／合格者説明会や学校説明会などの機会に生徒指導の在り方等を説明し、理解を
　得てきた。また日常でも、きめ細やかな指導を行ってきた。そのような成果もあって問題行動につ
　いては激減した。

・部活動等について／定通生徒生活体験発表会でＮＨＫ会長賞、日本放送協会の賞を受賞した。また
　音楽研究部が県の神奈川部活ドリーム大賞のアクティブ賞を受賞した。生徒が作詞作曲を手掛けた
　「つばさ」の発表や地域の行事やコンサート等でも発表を行ってきた成果である。他の部活動とし
　て、卓球部など本校の部活動も活発に活動している。

・相談体制について／スクール・カウンセラーによるカウンセリングに加えて精神科校医による相談
　体制を構築した。加えて、スクール･ソーシャルワーカーを用いての相談体制の充実にも取り組み､
　職員向け研修会、ケース会議の開催などを実施した。相談体制が充実しているかというアンケート
　結果については、プラス評価（生徒86.7％、保護者96.9％）として高い評価を得ている。

　Ⅲ　＜学習指導・授業改善＞

　Ⅴ　＜地域等連携＞

　・学校見学については年間スケジュールの周知も進み、参加者が増加した。学校説明会は参加者の
　　減少はあったものの、内容の充実が図られた。

　・中学校への訪問説明会は予定通り行われ所期の目的を達成した。

　Ⅵ　＜学校運営・学校管理＞

　・業務改善アンケートでリストアップされた課題は年度内に改善することができた。

　・修悠館アンケート提出者数を大幅に上昇させることができた。

　・ホームページの更新は目標を大幅に上回る達成度となった。

　Ⅰ　＜教育課程＞

・生徒のニーズに合った報告課題の作成について、すべての科目で作成が完了した。その結果、単位
  修得率が62.5％から65％へ向上した。

・ＩＴ活用率80％以上が目標だったが、59.2％だった。昨年度の66.1％を比較すると低下している
  ＩＴ講座を受講する生徒の割合が減っているが、原因は、10年前のシステムを大幅な更新作業をせ
　ずに継続しているため、古いバージョンのままで使いにくい状態であることである。（５年ごとに
　システムを更新することになっているのに前回の更新が、あまりうまくいかなかった。）

　・模擬裁判及び弁護士による出前授業は参加性との満足度も高く、シチズンシップ教育の役目を果
　　たすことができた。

　・本校内に｢サテライト｣を開室させることによって出張相談に比べのべ相談回数を大きく伸ばすこ
　　とができた。

　・インターンシップの参加者を増加させることができた。

　・就職希望者の内定率の目標は達成した。また、結果だけでなく、就職活動支援の過程で、生徒を
　　成長させることができた。

　・個別支援計画にのせた生徒の進路決定は目標を達成できた。

　・保護者学習説明会、保護者教育相談会、個人面談月間を実施し、保護者への理解を深めることが
　　できた。高校評価アンケートでも高評価を得ることができた。

　・プロジェクタを普通教室､７教室に天井据え付けの形で設置し、デジタル教材やICTの利活用によ
　　る授業改善が進んだ。

　・TRY教室､架け橋教室の利用者に対する支援は実を結んでおり、高い単位修得率につながった。

　・長期入院生徒への支援は、県の制度も活用しながら、本校独自の取組みにより、生徒の学習の進
　　展を図ることができた。

　Ⅳ　＜キャリア教育＞

　Ⅲ　＜学習指導・授業改善＞

　・｢修悠館スタンダード｣が理念だけでなく、職員全体の{スタンダード}として浸透し、実際の本校
　　の教育の質向上に役立てることができている。

　・生徒への個別相談を通じて、学習上のアドバイスを的確に行うことができた。



・アンケート調査における学校運営に係るプラス評価は90％であった。

・ホームページの更新を53回行い、迅速な情報提供ができた。

　Ⅵ　＜学校運営・学校管理＞

・ホームルームでの広報などにより転編入生の提出数も増え、生徒の提出数は昨年より7％増加とな
　った。

・就職、就労の状況について内定が取れなかった生徒の進路内訳は、ハローワークで引き続き活動す
　る者3名、アルバイトや縁故就職をめざす者7名、就労支援団体で活動する者3名、職業技術校で訓
　練をする者1名となっている。今後の対策としては、就職活動を始める前に、担任を通じて本人お
　よび保護者と考え方や生徒本人の見極めを慎重に行い、よりよい進路決定ができるように、一つず
　つ手順を踏むことによって生徒および保護者の意識を高めていくことと、能力や適性を見つめるこ
　とでどのような就労形態が望ましいのかを家庭で考えていただく必要がある。さらに、今年度は卒
　業判定会議を待って活動を始める生徒が非常に多く、じっくりと活動を始める準備期間がなかった
　ことも内定率が伸びなかった原因の一つと考えられることから、前期のスクーリングおよびレポー
　ト指導を徹底し、9月から活動できるよう、体制を整えていく必要がある。一方、就労支援（障害
　者雇用などの就労支援）も伸びてきている。今年度は12名をつなげることができている。これにつ
　いては、特別支援学校で就労支援を専門に担当してきた職員が主導し、今年度からは、渉外等は他
　の職員も同行して、ノウハウの継承を行っている。

　Ⅴ　＜地域等連携＞

・各種説明会（学校見学、学校説明会）における参加者の学校の理解度については、高い評価（90％
　以上）を得ている。参加者数については、学校説明会は昨年度と同程度であるのに対して、学校見
　学については非常に増えている。（昨年度189組375名→今年度218組430名）しかし、体験スクーリ
　ングの参加者は減ってしまった。（昨年度55名→40名）

・ＩＣＴ多目的教室等について／生徒が周囲の生徒の顔を見ながら授業を受けられる教室としてＩＣ
　Ｔ多目的教室を整備した。また、教室にプロジェクターを設置してきた。５教科別の利用状況から
　授業の中でよく活用していることがうかがえる。他の教科でも活用率は高い。ＩＣＴを活用した授
　業の教育効果を図りたいところだが、様々な資料を探した結果、感覚的な成果のみの報告しか存在
　しない。効果の有無よりも、授業や職員の活性化をもたらすツールと考えている。

　Ⅳ　＜キャリア教育＞

・修悠館サテライトについて／27年度の利用者は、前年度からの継続が８名、新たに利用を始めた新
　規の生徒が35名の合計43名である。相談件数延べ258件、昨年度の191件と比べると35％の増加であ
　った。開設日数も昨年度の55日から92日に増えている。なお、43名のうち５名は卒業生であった。
　１日の平均利用者数は、昨年度が3.5名に対して今年度は2.8名であった。１日平均利用者数が減少
　している理由として、生徒数の減少、周知・広報の不足、ユースワークやサポートステーションに
　繋がったことにより既存の施設を利用する必要がなくなったことが考えられる。主な相談内容は、
　就職・アルバイト・手帳就労・生活相談などになっている。相談開始時よりも状況が改善された生
　徒は、51％となっている。

・キャリアガイダンスルームの利用について／就職・進学支援として、主に卒業予定者を中心に指導
　をしている。今年度の利用状況は、就職に関するものは、昨年より４割増であった。県のサポート
　ティーチャー制度や、ＹＳＫサポーターなどのいろいろなサポートを活用していることが背景にあ
　ると考えられる。

045-800-3712連絡先（電話番号）


