
局名 部名

教育局 －

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

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

所属のホームページ

光陵高等学校

室・課（出先は所属）名

第１号様式

所属進行表

本校は1966（昭和41）年4月20日創立され、今年51年目を迎えました。その間、

生徒は教科の学習はもとより、部活動や学校行事に真剣に取り組み、地域の方々

から「光陵生」と、親しみを込めて呼びならわされているとともに、社会の第一

線で活躍される方々を多く輩出してきました。光陵生が利発にして親しみ深い生

徒です。それは、生徒たちの日々の高校生としての自覚の高さによるものである

とともに、半世紀におよぶ本校の伝統が培ってきたものに相違ありません。その

ときどきに応じた新たな試みや挑戦により、本校は本校の伝統をつくりあげてき

ました。

変化の速度が著しく、また多様化の進む社会にあって、現在の、そしてこれからの高等学校教育に

必要なことは何なのか。平成24年度～27年度の４年間、文部科学省「研究開発学校」の指定を受け、

新たな教育活動の実践・研究に取組みました。この成果を受け、今年度からの３年間、県立高校改革

の一環として「教育課程研究開発校」の指定を受けました。 学習活動の評価のあり方を中心に実践

的な研究に取組みます。

また、「連携型中高一貫教育校」として、横浜国立大学および横浜国立大学教育人間科学部附属横

浜中学校との連携を深め、高大接続をより強化し、グローバル・リーダーの育成に向け、中・高一貫

教育から中・高・大の10年間を見据えた連携型の教育への新たな展開をめざして取組みます。

さらに、神奈川県教育委員会から「学力向上進学重点校エントリー校」に指定され、高い目標を

持って自らの進路を実現するとともに、「心やさしき社会のリーダー」を育成するために、職員一同、

取組んでいきたいと考えています。

所属長の写

真・イラスト

など（任意）

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

項目 (再)配当額

事業費 76,795 4,986 3,375 36,135 32,020 278 76,795

維持管理費 30,893 4,190 8,172 5,353 11,839 1,339 30,893

計 107,687 9,176 11,547 41,488 43,859 1,617 107,687

172,005 115,405 178,849 118,570 584,829

181,181 126,952 220,337 162,429 1,617 692,516

人件費　（注１）

支出済額
事
業
経
費

計(B)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 62 62 62 62

上記以外の職員 29 29 30 30

計（人） 91 91 92 92

配置職員数

http://www.koryo-h.pen-kanagawa.ed.jp/


Ⅳ　業務実施状況

１　生徒数の状況（平成28年４月１日現在）

１年 ２年 ３年 合計

　 8 8 8 24

男 149 165 167 481

女 170 153 146 469

２　年間行事予定

　4月 ・始業式 ・入学式 ・開校記念日 ・生徒総会 ・社会見学

　5月 ・身体計測 ・新体力テスト ・体育祭 ・中間テスト

　6月 ・防災訓練 ・進路講演会 ・土曜講習 ・芸術鑑賞会 ・実力テスト

　7月 ・期末テスト ・球技大会 ・土曜講習 ・部活動合宿 ・夏期講習 ・実力テスト ・勉強合宿 ・語学研修

　8月 ・部活動合宿 ・夏期講習

　9月 ・光陵祭 ・教育実習

 10月 ・修学旅行 ・地域貢献活動 ・養護交流授業 ・キャンパスツアー ・土曜講習 ・中間テスト ・実力テスト ・防災訓練

・進路講演会

 11月 ・土曜講習 ・実力テスト ・研究発表会 ・50周年記念式典

 12月 ・期末テスト ・養護交流演奏会 ・土曜講習 ・横浜国大見学会 ・大学出張授業

　1月 ・大学入試センター試験 ・百人一首大会

　2月 ・学芸音楽祭

　3月 ・学年末テスト ・卒業式 ・球技大会 ・修了式

３　進路の状況

平成２８年 平成２７年 平成２６年

280 275 237

４年制大学 203 201 193

短期大学 0 1 0

3 1 1

就職 0 0 0

その他・進学準備等 74 72 43

・新入生オリエンテーション

・i－ハーベスト発表会

　

卒業者数

進学

専門学校・各種学校・その他

・大学生による進路懇談会

・養護学校スポーツ交流

・センター試験体験受験　　

・卒業生によるキャリアガイダンス

学級数

生徒数

・実習生による進路懇談会



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

１　平成28年度の学校目標

平成28年度　学校目標 具体的な手立て

（地域等との協働）
①地域に信頼される生徒である
ので、さらに信頼を高められる
よう、地域との連携を図る。

（生徒指導・支援）
①部活動の高い加入率を維持
し、さらに活性化を図る。
②部活動等をとおして、生徒一
人ひとりの高校生活の満足感を
高めることを図る。

①部活動そのものの活性化とともに、様々な発信や、校内アンケートに
よる意識調査等により、生徒の意欲を引き出したり、沈思したり熟考し
たりする姿勢を引き出す。

（進路指導・支援）
①生徒に進学について真剣に考
えさせる。
②行きたい大学を見すえ、その
大学を第一志望とするよう支援
する。

①キャリアガイダンス、進路に係る面接の充実を図り、生徒の進路意識
を高める。
②入学当初において国公立志向の生徒が多い。その希望を継続させるよ
う支援をする。

（教育課程・学習指導）
①生徒の主体性をより引き出す
授業の実践に向けて、組織的な
授業改善の進展を図る。
②高校改革に示された中高大連
携型教育の検討を開始する。

①未作成科目の到達度達成表（ルーブリック）を作成する。
②授業の場で使用可能なルーブリックに仕上げる。
③横浜国立大学附属横浜中学校との連携で実施している総合的な学習の
時間の取組を深化させる。

①部活動、ボランティア等による地域との連携をさらに進める。

（学校管理・学校運営）
①不祥事防止に努める。
②耐震工事に向けた年度の工程
を遅滞なく進める。

①グループ主導の不祥事防止会議、研修会の実施により、不祥事防止の
切実性の理解を図る。
②生徒の教育保証を観点の第一義として、耐震工事設計についての学校
の意見を明確にしていく。



２　平成28年度の学校目標の評価

①

②

①

②

①

②

①

①

②

045-712-5577連絡先（電話番号）

【教育課程】

ルーブリック評価の意義について職員間の共通理解が充分に図られた。
作成したルーブリックの精査が求められる。生徒による授業評価項目４（生徒主体）の肯定
項目の回答率は向上してきているのでさらに伸ばしていく。

横浜国立大学や、附属横浜中学校との連携行事が充実してきているので、継続して実施でき
るようにする。

耐震工事仮設設計はほぼ終了したので、具体の実施に向け、安全第一で準備を進める必
要がある。

【生徒指導・生徒支援】

【進路指導・支援】

【地域との連携】

【学校運営・学校管理】

第一志望を目指す進学準備者が存在するので、大学以降のキャリアを見据えた納得のい
く進路選択ができるよう指導、支援を継続していく。

近隣学校との交流事業の実施や、地域貢献活動で地域との信頼関係を築き、生徒の社会
性の育成もできている。地域の信頼をより高めていく。

不祥事防止会議を定期的に実施し、日頃からお互いに声をかけあうなどして、不祥事防
止に努めた。不祥事を起こさない環境つくりを引き続き行う。

部活動の加入率は高く、熱心に活動をし、その成果もあがっているので、更なる加入率
の向上と満足感の向上が望まれる。

学校生活アンケートでの満足感は高いが、不登校傾向にある生徒に対する支援体制をさ
らに充実させていく必要がある。

年間指導計画に従い各学年でキャリアガイダンスを実施しているが、第一志望校をあき
らめる生徒が一定程度存在するため、第一志望に挑戦する環境を整える必要がある。


