（第２号様式）
令和３年４月５日
神奈川県教育委員会教育長

殿
県立あおば支援学校長

令和２年度
視点

４年間の目標
（令和２年度策定）

一人ひとり
の確かな学
びを支える
ための教育
課程を編成
し、教育目
標の実現に
向け、各教
科等の指導
を関連付け
教育課程 ながら魅力
１
学習指導 ある授業を
展開する。

１年間の目標
①児童・生徒 の実態
や地域の特性 を生か
した教育課程 を編成
し、一人ひと りの指
導の充実を図る。

②教員一人ひ とりが
専門性に基づ き、自
立活動や教科 等の指
導を適切に行う。

個別教育計
画作成・運
用システム
を構築し、
一人ひとり
の教育的ニ
( 幼 児 ・ ーズに応じ
児童・) た 指 導 ・ 支
２
生 徒 指 援の充実を
導・支援 図る。

地域の関係
機関との連
携を築き、
児童生徒が
地域で豊か
に暮らし働
進 路 指 くことにつ
３
導・支援 な が る 指
導・支援を
展開する。

①一人ひとり の教育
的ニーズに応 じた指
導のため、個 別教育
計画の作成等 につい
ての共通理解を図
り、実態把握 に基づ
き重点課題を 適切に
設定する。
②日々の教育 活動を
通して、実態 把握を
深めるととも に、個
別教育計画に 基づく
話合いをもち 、教育
的ニーズに応 じた指
導・支援の充 実を図
る。
①児童・生徒 の自立
と社会参加に向け
て、キャリア 教育を
推進し、作業 学習や
校内実習等の 充実を
図る。
②地域関係機 関と連
携し、職場開 拓等を
進める。

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

取組の内容

校内評価

学校関係者評価
（

３月３日実施）

具体的な方策

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

①-1 年間指導計画を作成し、目
標や内容、方法（指導形態）など
を明確に取り組む。

①研究と連動
させながら、
全教員で教育
内容等を工夫
しながら実践
に取り組むこ
と が で き た
か。

①-1 年間指導計画で目標や内容
等を明確にし、単元ごとの振り返
り等を通して、指導内容の改善や
指導形態の工夫を図った。
①-2 家庭と電話連絡等を行い授
業のビデオ配信やオンライン授業
等、児童・生徒の実態に応じた学
習保障を検討し、取り組むととも
に、授業内容の代替案を作成する
等して教育活動の充実に努めた。
①-3 月１回の研究日を中心に知
肢合同での地域貢献活動について
関わる教員間で積極的に話合い、
授業実践に取り組んだ。
②-1 夏季休業中に「職員研修期
間」を設定。各グループから必要
な研修を聞き取り計画に反映し、
実施した。
②-2 授業の振り返りは、学年を
中心として実施し、授業改善に生
かす取組も見られたが、全校的な
定着までには至らなかった。
①学部教育目標と関連付けた個別
教育計画の書式を作成し、作成・
評価方法についても Q＆A を作成
し、教員間の共通理解を図った。
個別面談等を活用し保護者と共通
理解を図りながら指導を進めた。
②-1 月１回、個別教育計画検討
会を設定し、学級を中心に指導目
標の修正や見直しを行うことがで
きた。個別教育計画検討日におい
て見直しが必要になったケースで
は、保護者と情報共有し目標・指
導内容の見直しを図った。
②-2 専門職も交えて実態把握を
深め、個別教育計画の作成・評価
に生かした学級もあった。
①-1 事前アンケートの活用等も
図りながら進路面談を年２回、校
内実習を年１回実施し、生徒のニ
ーズや適正把握に努めるととも
に、結果を本人・保護者に伝え、
意識の醸成に努めた。
①-2 中学部・高等部の作業担当
者同士基本的な考え方や内容等話
合いをもち、取り組んだ。
①-3 進路学習会年間２回、小中
進路説明会年 1 回、参加。高等部
進路説明会年２回実施。教員向け
の研修は全体研修と希望者研修を
行い啓発に努めた。

①-1 年間指導計画の作
成方法について周知す
るとともに、教科横断
的な見直しに着手す
る。
①-2 今後も適宜家庭と
連携を図り教育活動の
充実を図る。
①-3 今後も研究と連動
させながら地域貢献活
動を進める。
②-1 学校として必要な
研修を体系化し、優先
度をつけ計画的に取り
組むとともに、経験に
応じた研修の在り方等
を工夫する。
②-2 授業の振り返り日
を確保、記録を回覧す
る等全校的に授業改善
を図る取組を推進す
る。
①年度初めには研修を
行い、作成方法につい
て共通理解を図る。見
本となる事例等を収集
し、参考とする。
②-1 検討方法や内容
が学級により差異があ
り、学校全体で内容等
を深める工夫を図る。
②-2 専門職の活用の
他、共通のアセスメン
トツールの活用等を検
討し、実態把握を深め
るための手立てを講じ
る。

①新型コロナウイルス
感染症対策を教職員、
保護者と共有し、様々
な教育活動を実施した
ことは高く評価でき
る。一方でその内容が
十分に保護者に伝わっ
ていない。情報発進の
仕方を工夫していく必
要がある。

①-1 面談の組み方を工
夫し時間の確保を図
る。
①-2 系統性を持たせて
いくとともに、特別教
室の利用や道具の共用
について検討する。
①-3 肢体不自由教育部
門の保護者も参加しや
すい内容を設定する。
②今後も職場開拓を行
うとともに、都度必要
な機関との連携を継続
していく。

①作業学習や校内実習
等の取組に着手し、生
徒の学びにつなげたこ
とは高く評価できる。
生徒の取組、そこでの
変容等を保護者へ丁寧
に発信していってほし
い。
②今後も小学部から将
来について考え検討で
きるよう保護者学習会
等の充実を図っていっ
てほしい。

①-2 新型コロナウイルス感染症
予防のため、家庭と学校との連携
をより深めながら、学習内容を精
選し、効果的に指導できるよう取
り組む。
① -3 校 内 研 究 と 連 動 さ せ な が
ら、全校で特色ある教育課程づく
りに取り組む体制を構築する。
②-1 学校教育目標や教員のニー
ズを踏まえて研修内容を精選し、
必要な時期に必要な研修が行える
よう計画する。
②-2 各学部、学年等で計画的に
授業の振り返りを行い、ＰＤＣＡ
サイクルに基づいた授業実践を定
着させる。
①教育課程を踏まえた個別教育計
画の書式を作成し、作成方法等に
ついて全教員に周知し、実践事例
を通して必要な改善を図る。
②-1 個別教育計画の検討日（ケ
ーススタディー）を設定し、目標
に対し、複数の様々な立場の教員
で検討・修正・評価し、指導の充
実につなげる。
②-2 実態把握の方法について、
専門職等を活用し深める。

①-1 校内支援体制を構築し、本
人、保護者と移行支援に関わる個
人面談や相談、校内実習等を実施
し、生徒のニーズや適正等を把握
する。
①-2 将来の生活を見据え、中学
部・高等部と連携し、本校の作業
学習の在り方を検討・実施する。
①-3 卒業後の生活に向けた意識
の啓発と情報提供を行う。
②地域関係機関を有効に活用し職
場開拓を進めるとともに、卒業後
の生活を見据え相談支援センター
等との連携を図る。

②研修や授業
実践の振り返
りなどを計画
的に行うこと
ができたか。

①個別教育計
画に基づき、
教員間や保護
者と重点課題
や指導内容を
共有しながら
取り組むこと
ができたか。
②学級を中心
に個別教育計
画についての
検討（振り返
り日）を計画
的に行うこと
ができたか。
①面接や作業
学習、校内実
習等を通し、
本人の自己理
解や卒業後の
生活に対する
意識を育むこ
と が で き た
か。
②地域関係機
関との連携や
職場開拓を進
めることがで

②児童・生徒への丁寧
で穏やかな指導・支援
がよい。授業実践の結
果、児童・生徒がどの
ように変わったかをし
っかりと評価し、今後
も指導の充実を図って
いってほしい。

①個別教育計画の活用
については、保護者ア
ンケートの結果も高く
共有が図られているこ
とを感じる。さらに指
導の充実につながるよ
う取り組んでほしい。
②検討日の取組など有
効な仕組みを今後も継
続し、質を高めていっ
てほしい。

総合評価（ ３月 26 日実施）
成果と課題

改善方策等

①年間指導計画を作成
し、教育課程に基づく
指導を行った。校内研
究を中心に地域貢献活
動に着手することがで
きた。教育活動の取組
を保護者と共有する工
夫や今後さらに知肢併
置での特色を活かした
授業の工夫を図る必要
がある。
②校内研修や各クラス
を中心とした授業の振
り返りを実施し、自立
活動や教科等の指導の
充実を図った。
経験年数や障害種に応
じた計画的な研修の実
施や授業改善の仕組み
の工夫が必要である。

①年間指導計画の作
成・評価を行い、各
教科等の系統的な指
導につなげる。
知肢併置での授業実
践のよさを共有し授
業に活用する。教育
課程やそれを踏まえ
た教育実践の取組に
ついてＨＰや学校便
りなどを利用し情報
発進していく。
②研究授業等を活用
し各学部の授業実践
の質を高める。
授業振り返り日や記
録の方法等について
各学部で工夫を図
る。
学校目標等を踏まえ
研修内容を検討し、
計画的に取り組む。
①実態の捉え方や重
点目標の設定、評価
の記載方法等、適宜
研修を行う。

①個別教育計画の作成
の手引きを作成し、教
員間での共通理解を図
るとともに、面談等を
とおして本人・保護者
と共通理解を図りなが
ら進めることができ
た。実態の捉え方や重
点目標の設定方法等の
共通理解がさらに必要
である。
②個別教育計画検討日
を設定し見直しを図る
ことができた。その意
義を共有し、学校全体
で有効に活用する。
①作業学習や校内実習
に着手することができ
た。新規作業学習の立
ち上げや中学部、高等
部と学部のつながり等
を踏まえ教育活動を進
めていく必要がある。
②地域関係機関と連携
し職場開拓に着手する
ことができた。肢体不
自由のある生徒の進路
先の開拓等さらに進め
ていくことが必要であ
る。

②個別教育計画検討
日にクラス外の教員
が参加できる仕組み
を構築し、実態把握
や評価等を深める。

①作業担当者間で話
し合う機会を作り、
作業間や学部間のつ
ながりをもち、計画
的に指導できるよう
にする。
生徒の取組や変容等
を面談や学部懇談会
等を利用し保護者へ
情報提供する。
②今後も相談支援セ
ンター等との連携を
図り、進路開拓を進
めていく。学習会の

視点

４年間の目標
（令和２年度策定）

１年間の目標

取組の内容
具体的な方策

校内評価
評価の観点
きたか。

共生社会の
実 現 に 向
け、地域が
積極的に学
校運営に参
画し、学校
で、地域で
「ともに学
び、ともに
楽しみ、と
地域等と も に 喜 ぶ 」
４
教育活動を
の協働
創造・展開
する。

①学校運営協 議会を
発足し、地域 の方が
学校づくりに 参画す
る仕組みの一 助とす
る。
②地域ニーズ を把握
するとともに 、地域
貢献する教育 活動を
模索する。

児童生徒、
保護者、教
職員、地域
と誰もが安
全 ・ 安 心
で、使いや
すく整った
教育環境の
充 実 を 図
る。

①児童・生徒 が安全
で安心できる 教育環
境を構築する。

５

学校管理
学校運営

②ライフワー クバラ
ンスを踏まえ た職場
環境づくりに 取り組
む。
③感染症予防 の推進
を含む安心で きる保
健体制と安全 で美味
しい給食を提 供でき
る体制を構築する。

①学校運営協議会の意義や目的を
明確にし、関係者で共有するとと
もに、学校運営に基づく計画的な
会議を開催し、取組みの成果や課
題を分かりやすく情報発信し、有
効な意見交換ができるようにす
る。
②-1 地域関係機関や教員間での
連携を図り、居住地交流や学校間
交流等の交流及び共同学習の仕組
みづくりに取り組む。
②-2 地域のニーズを把握し必要
な相談や情報発信に積極的に取り
組む。
②-3 外部人材の活用を図り、通
学支援や学習活動の充実を図る。
② -4 施 設 開 放 の 在 り 方 を 検 討
し、地域の方が有効に活用できる
ようにする。
②-5 地域貢献についての研究ユ
ニットを立ち上げ、学部の授業と
の連携を図りながら実践する。

①学校運営協
議 会 を 開 催
し、地域と協
働して学校運
営を行うこと
ができたか。

①学校運営に関わるルールや体制
について学校運営要項やマニュア
ル等を作成し、教職員や関係者と
共通理解を図るとともに、実施に
基づき適宜必要な見直しを行う。
②-1 働きやすい職場環境を整備
する。
②-2 時間外勤務を各自が把握で
き、自己調整できる機会を提供す
る。
②-3 退勤時間を明確にし、計画
的に進められるようにする。
③-1 新型コロナウイルス感染予
防の推進のために衛生的な環境の
確保、シミュレーションの実施、
必要な情報発信等を行う。
③-2 医療的ケアの支援体制を構
築し、的確で安全な実施を行う。
③-3 個に応じた安全で美味しい
給食の提供を行う。
③-4 形態食の提供による個に応
じた摂食指導の推進及びアレルギ
ー事故防止を徹底する。

①学校運営要
項や必要なマ
ニュアルが作
成されたか。

②児童・生徒
の実態や地域
のニーズを把
握し、地域貢
献する教育活
動について教
員全員で創造
し、取り組む
ことができた
か。

②働きやすい
職場環境の工
夫が図られた
か。
③感染予防を
含め、安心・
安全な体制が
構築されてい
るか。

達成状況

学校関係者評価
課題・改善方策等

（

３月３日実施）

総合評価（ ３月 26 日実施）
成果と課題

改善方策等

②各区の自立支援協議会に参加し
ネットワークの構築に努めた。高
等部では特例子会社と連携しオン
ライン授業を実施した。
①第１回学校運営協議会で意義や
目的を明確にし、年４回の会議で
授業見学等を通し学校の取組みに
ついて関係者で共有を図った。
②-1 居住地交流や学校間交流の
取組みを始めた。
②-2 チラシの作成や学校への挨
拶回りを行い、学校訪問相談を計
回実施した。
②-3 音楽や図工等外部人材の活
用を図り、教育活動の充実を図っ
た。通学支援員、見守りボランテ
ィアを配置し、活用した。ボラン
ティア募集を行い登録数 45 名。
草取り等も行っていただいた。
② -4 施 設 開 放 の 手 続 き 等 を 整
え、開放を試行した。
②-5 学部を中心に地域貢献活動
の実践を行い、１月には研究報告
会を実施した。

内容や開催方法等を
工夫し小学部の保護
者等の参加を促す。
①事前資料配付等、計
画的に会議を運営し、
意見が学校運営に反映
できるようにする。
②-1 手続き等について
周知し、継続してい
く。
②-2 情報発進とニーズ
を的確に把握し地域の
校内支援につなげる。
②-3 外部講師の活用を
積極的に図る。
②-4 スポーツ課の事業
と併せ、仕組みを構築
し実施につなげるとと
もに、校内で共通理解
を図り進める。
②-5 地域のニーズを探
り、教育活動の在り方
を深める。

①学校運営協議会を設
置し、活発に意見交換
が行えた。会議内容の
精選を図り、学校運営
にさらに熟議した内容
を反映させていけると
よい。
②学校間交流や交流及
び共同学習、地域への
訪問相談など積極的に
活動したことは大きく
評価できる。
低学年から地域に出て
いくことには意義があ
る。教員間で共通理解
を図りながら、地域の
中での活動を進めたこ
とを今後も継続し、豊
かな教育活動につなげ
ていってほしい。

①学校運営協議会を設
置し、校内の取組につ
いて共通理解を図ると
ともに課題について協
議することができた。
協議内容を学校運営に
反映し、地域の方が学
校づくりに参画する仕
組みの構築が必要であ
る。
②教育相談Ｃｏを中心
に学校訪問を行い、地
域の学校の支援に取り
組んだ。今後も学校全
体で取り組んでいくこ
とが必要である。
各クラスを中心に地域
貢献活動に着手した。
あおばフェスタ、スポ
ーツフェスタ等地域と
ともに活動する仕組み
を構築する。

①部会の在り方を再
検討し、有機的に活
用していく。
地域学校協働本部を
立ち上げる。
学校運営協議会や各
部会、地域学校協働
本部それぞれの目的
や位置づけを明確に
し、関係者が共通理
解を図りながら学校
づくりを進める。

①学校運営に関わるルールや体制
について学校運営要項やマニュア
ル等、各分掌を中心に作成し、実
施に基づき適宜必要な見直しを行
った。
②-1 ペーパレス化や帰る前には
Ｏ使用に戻す等、各教員が意識し
取り組んだ。
②-2 年度途中から出退勤を自己
で入力するシステムが導入され、
自己管理の一助とした。
②-3 毎日の退勤時間を掲示し、
水曜日はノー残業デーとした。
③ -1 掃 除 や 消 毒 の 方 法 等 を 整
理、周知するとともに、換気の徹
底や感染症予防のための手洗いや
マスクの着用、日々の健康観察を
徹底した。
③-2 医療的ケアの手引きを作成
し、教員、保護者、看護師と連携
して安全に医療的ケア を実施し
た。
③-3 ４段階の形態食を提供、ア
レルギー食の対応、持ち込み食等
による偏食への対応など個に応じ
た給食の対応を行った。また、感
染症予防の観点から、配食の仕
方、給食指導の方法の見直しを行
った。
③-4 アレルギー食の提供時は、
トレイや名札の色を変える、担任
を含めた複数での確認など、事故
防止に努めた。

①全体を管理する分掌
を明らかにし、周知や
見直し、改善を効率的
に進める。
②-1 重点目標を明確に
し、優先度をつけて業
務にあたる。
②-2 会議を精選し、話
合いや個人作業の時間
を確保する。
②-3 ルールについて周
知し意識の醸成を図
る。
③-1 感染症予防に関
する通知や情報の収集
に努め、有効かつ無理
のない対応を検討して
いく必要がある。今後
も継続して衛生管理や
情報発信を行う。
③-2 マニュアルの見直
しを行い、より安全な
実施を目指す。人工呼
吸器を使用する児童・
生徒の対応体制を構築
する。
③-3 継続していくとと
もに、感染症の地域的
な感染状況を確認しな
がら、配膳方法などの
対応を検討していく。
③-4 今後も継続し事故
防止に努める。

①学校運営要項や各種
マニュアルは整備する
とともに、それを実際
に活用し安全な学校運
営や、効率的な業務の
遂行に活用していくこ
とに意義がある。共通
理解を図りながら有効
に活用していってほし
い。

①学校運営要項や各種
マニュアルを作成し
た。職員の共通理解を
図り、活用するととも
に適宜改善を図る。

①年度初めに研修等
を行い、周知を図
る。
分掌等を中心に年間
をとおして見直し改
善を図る。

②時間外勤務について
は地域からも心配の声
がある。開校の様々な
業務に取り組む上で
は、ある程度の時間が
かかると思うが、改善
が必要である。
③感染症予防に丁寧に
取り組んでいる。今後
も継続して取り組んで
ほしい。

②開校年の体制づくり
や新型コロナウイルス
対策の対応等様々な業
務をかかえ、遅くまで
勤務する教員が多かっ
た。業務量の見直しや
会議の精選、教職員一
人ひとりの意識の醸成
を図る必要がある。

③できうる感染症予防
対策を講じ、教職員や
保護者と共通理解を図
り進めることができ
た。引き続き継続する
とともに、学習の保障
の視点と社会情勢を合
わせて適宜改善を図る
必要がある。

②地域の学校を支援
することの意義を校
内で共有し、教育相
談Ｃｏだけでなく、
学校全体で地域の特
別支援教育を推進し
ていく仕組みを検討
する。

②退勤時間を設定
し、校内に周知し、
一人ひとりが意識し
て取り組めるように
する。グループ内の
業務内容の見直しや
グループ間の業務内
容の整理を行い業務
の効率化を図る。
③社会情勢等を踏ま
えながら学習の保障
等を考慮した体制を
適宜検討する。
本校のガイドライン
の改訂を図る。

