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令和３年度 学校評価報告書（目標設定・実施結果） 
 

 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 校内評価 学校関係者評価 

(２月15日実施) 

総合評価（３月９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 成果と課題 改善方策等 

１ 
教育課程 

学習指導 

 

 

 

 

 

 

 

自立と社会参加

を目指し、児童

生徒の発達段階

に応じた系統性

のある教育課程

を編成する。 

 

 

①日常の授業に反映さ

せることのできる学習

の到達度に応じた指導

内容の整理を行う。学

部間の教育課程の系統

性を検証・整理する。

社会参加を見据え、発

達段階に応じた教育内

容の充実を図る。 

②ICT機器の活用の推

進と学習教材、授業例

の充実を図る。 

①各学部の各教科等の

指導内容を系統的に整

理する。             

 

 

 

 

 

②教職員がICT機器の

活用についての理解を

深めると共に、ICTを

活用した教材や授業例

を共有し、授業改善に

つなげる。 

①各教科ごとに指導

内容の系統性を踏ま

えた整理ができた

か。         

 

 

 

 

②ICT機器を有効に使

用した授業を実施す

ることができたか。

教材、授業例の充実

が図られたか。 

①各学部において児童生徒

の到達度に応じた指導内容

を整理することができた。 

 

 

 

 

 

②ICT 機器の配備が進んだ

ことで、授業で活用する機

会が増えてきた。併せて、

情報管理チームで機器の整

備や活用についての研修を

行い、教材や授業の充実を

かかることができた。 

①整理した指導内容を

もとにして、実践に基

づく妥当性や学部間の

つながりを確認してい

く。 

 

 

 

②今後も教材や授業の

充実が図れるよう継続

して取り組み、ICT 機

器を活用する機会が増

えてきていることが保

護者に伝わるよう情報

伝達手段の検討が必要

である。 

①教育課程について、発達段

階や社会参加を見据えた教育

内容の充実や系統性など、肯

定的な評価をいただいた。今

後も保護者と共有しながら進

める必要がある。課題として

は高等部のコース制廃止に伴

う運用の整理が必要である。 

②運営協議会委員からは、実

際の教育現場で、ICT機器がど

のように活用されているのか

伺ってみたいとの意見があっ

た。保護者から学校の様子が

見えにくいため、情報を通し

て補っていただきたい。 

①校内研究と連携するなどして

授業改善と合わせて指導内容の

整理を行うことができた。高等

部知的障害教育部門のコース制

によらない指導内容については

今後も継続して検討・検証が必

要である。 

 

②新型コロナ対応による予算が

付いたことで、ICT 機器の配備

が進んだ。情報管理チームで機

器の整備や活用についての研修

を行ったことで、授業で活用す

る機会が増え、教材や授業の充

実をかかることができた。 

①学部段階においても社会参

加を見据えた教育内容の充実

を継続してはかるため、各学

部の成果を学部間で共有を推

進する。また、高等部のコー

ス制によらない指導内容の検

討及び、その状況の共有を行

う。 

②今後も教材や授業の充実が

図れるよう予算請求や機器の

整備を行い、保護者に対して

は、連絡帳や学年通信を通し

て、ICT機器を活用した授業の

様子を伝えられるように進め

る。 

２ 

児童生徒 

指導・ 

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害や発達に関

わるニーズに応

じた適切な教育

支援を行う。 

 

 

①児童・生徒の実態把

握を的確に行い、教育

的ニーズに応じた指

導・支援を行う。 

 

 

 

 

②校内表示等の共通

化、校内環境整備を進

め、誰にとっても分か

りやすくする。児童生

徒数増加に伴う教室の

環境整備を行い、共有

場所・特別教室等の使

い方を検討する。 

①行動観察による実態

把握に加え、障害特性

や医療的ケアの状況等

について、関係者（機

関）との情報共有を進

め、日々の指導・支援

につなげる。 

 

②校内表示等の見直

し、児童・生徒がわか

りやすいようユニバー

サルデザイン化と掲示

物の整理を進める。 

 

①関係者との情報共

有を進め、個別教育

計画に反映させた支

援、指導を実践する

ことができたか。 

 

 

 

②ユニバーサルデザ

インを意識した校内

環境整備を考案する

ことができたか。 

①新たに実施される高度な

医療的ケアについて専門職

や担当医の助言を受けて、

丁寧に検討を重ねて進め

た。 

 

 

 

②表示については、学年・

学部で分かりやすく工夫す

ることができた。校内整備

についても日頃から学年・

学部・教科等で物品の整理

整頓に取り組み、環境整備

に努めることができた。 

①安全な実施に必要な

手順を踏みつつ、手続

きに係る期間の短縮を

はかる。 

 

 

 

 

②校内表示について

は、校内配置をわかり

やすくするための表示

の工夫や共通化が必要

である。環境整備で

は、今後も継続して物

品の整理整頓に努め

る。 

①運営協議会委員から、専門

職・養護教諭・栄養教諭等が

支援に向け、計画作成に参画

することを望む意見があっ

た。多様化するニーズに対

し、十分な対応に至っていな

い点もあり、今後は通学支援

も含め考えていただきたい。 

②校内環境の整備や安全に十

分留意されていることが理解

できたとの意見があった。 

児童生徒数が増加傾向で、特

別教室の一般教室化などの整

備を行うことで対応したい。 

①年々、より高度な医療的ケア

のケースが増え、実施に向けて

の手順や、保護者とのやりとり

を丁寧に進めていくことを心掛

けた。今後は、通学支援の課題

があり、そのための準備を進め

る必要がある。 

 

②新型コロナ対策の表示につい

ては、学年・学部で分かりやす

く工夫することができた。校内

表示では、校内配置を分かりや

すくする工夫が必要である。環

境整備については、特別教室を

一般教室に改修することもあ

り、学校全体で物品の整理、整

備をすることができた。 

①通学支援に関しては、医療

的ケアチーム、通学支援チー

ム、連携・支援グループのそ

れぞれの所掌するチームやグ

ループが連携し、本校の現状

に合わせた計画を早急に立案

することが必要である。 

 

②校内表示については、共通

化したものを検討し、表示場

所についても分かりやすくな

るよう整理していく。環境整

備については、今年度の取り

組みを継続させ、一般教室の

みならず、特別教室について

も、学部や教科等で整理整頓

に努める必要がある。 



 

 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 校内評価 学校関係者評価 

(２月15日実施) 

総合評価（３月９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 成果と課題 改善方策等 

３ 
進路指導 

・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒一人ひ

とりの生きる力

を育むためのキ

ャリア教育を推

進する。 

 

 

①卒業後の社会生活を

見据えた進路学習の系

統性を整理する。 

 

 

 

 

 

 

②全職員が進路指導・

支援の現状や課題を理

解し、進路担当と協働

する場面を増やす。 

①卒後の生活について

の教職員の理解を深め

るための研修等を実施

する。また、卒業後の

社会生活を見据えて、

各学部で進路やワーク

キャリアに関わる学習

内容を系統的に整理す

る。 

②進路指導・支援に係

る現状・仕組みの学び

の機会を設け、職場開

拓やアフターフォロー

などを進路担当と協働

する。 

①全職員対象の研修

で理解が深まったと

いう結果がみられた

か。進路の手引きの

活用と共に小学部か

ら高等部までの系統

性を整理した学習内

容を完成できたか。 

 

②進路支援に係る職

員の理解が深まり、

協働が進んだか。 

①卒後の生活や高等部の進

路の動きについて、全職員

を対象とした研修を実施し

た。小学部において、日常

の指導がどの力を育むのか

を分類し、日々の指導が卒

後にどう関連しているのか

を系統性をもって再認識す

ることができた。 

②会議や日々の連絡等で、

進路に係る現状を共有し、

協働して取り組むことがで

きた。 

 

①卒業後の生活や進路

学習について、小学部

の段階からいかに意識

して取り組んでいける

かが課題。改善方策と

しては、進路の手引き

や研修、情報の発信等

で、進路についての意

識を高めていく。 

②進路担当の出張や業

務が多く、職場開拓や

職員・保護者に向けた

情報発信の時間の確保

が課題。業務や役割を

精選していく。 

①卒業生の進路について、一

人ひとりの状況に応じたきめ

細かな指導が行われているよ

うに思える。 

保護者の目線から進路学習会

について、分かりやすくして

いただきたいという意見があ

った。 

 

②進路関係では進路の手びき

の他、補助的な資料を作成し

たことによって保護者からの

良い評価につながった。 

 

①アンケートでは卒後の生活や

高等部の進路の動きについて理

解が深まったという肯定的な意

見が多く、一定の成果を得られ

たと考える。各学年で卒業後を

見据えた指導をいかに意識して

できるかが課題である。 

 

 

②進路に係る現状を共有し進路

指導・支援を行い、実習での指

導やアフターフォローを協働し

て取り組むことができた。職場

開拓や職員・保護者に向けた情

報発信の面で課題がある。 

①福祉制度や事業所情報は

年々更新されるので来年度以

降も全職員を対象に研修会を

実施し、進路関連についての

理解を深めていく。また、各

学年で卒業後を見据え、進路

だより等で日々の情報の発信

にも力を入れていく予定であ

る。 

②進路関連の情報発信や職場

開拓を進め、日々の情報共有

や研修を通して進路支援の現

状や課題を学ぶ機会を設けな

がら、進路担当と協働して業

務を行っていく予定である。 

４ 
地域等と
の協働 

 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ

な社会の形成に

向けたセンター

的機能による発

信と協働の充実

を図る。 

 

 

①地域との協働事業等

を充実させ、児童・生

徒が地域と相互理解を

深めることのできる教

育活動の充実を図る。 

 

 

 

 

②地域の学校への支援

を通し、多くの児童・

生徒が多様性の理解を

深められるようにす

る。 

①学校近隣の地域資源

を活用し、地域の方と

関わる活動の機会を設

け、児童・生徒が達成

感を得られるようにす

るとともに、地域の方

の理解促進を図る。 

 

 

②地域の障害のある児

童・生徒等が共に学べ

るよう支援し、多くの

児童・生徒が多様性に

ついて理解できるよう

に伝える場を設ける。 

①社会情勢を踏まえ

て、児童・生徒が地

域と関わり、地域の

中で貢献できるよう

な活動を実践できた

か。学習ボランティ

ア等の受け入れ体制

が整備できたか。 

 

②地域の学校の教育

的ニーズのある児

童・生徒への支援や

多様性の理解につな

がる活動を実施でき

たか。 

①感染症対策を加えたマニ

ュアルを作成しボランティ

ア受け入れ体制を整備し

た。また金沢区地域福祉保

健計画の表紙作成に携わっ

たり、外部団体を活用した

コンサートを実施し地域と

の相互理解が深められた。 

 

②地域の学校への出前授業

では、相手校の子どもたち

の学習のねらいを共有でき

たことで、実態やねらいに

応じた授業を行うことがで

きた。 

①学校へ行こう週間や

夏季公開講座等は、オ

ンライン実施等も検討

する。地域との協働事

業等を充実させるた

め、連携のねらいや対

象、方法等を考慮し、

地域資源の開拓に努め

る。 

②交流及び共同学習に

おけるねらいについて

学部と共有して出前授

業に反映することで、

有意義な交流及び共同

学習につなげたい。 

①運営協議会委員からは、オ

ンラインによる交流方法の可

能性を検討していただきたい

との意見があった。感染症対

策に取り組みながら、地域と

の交流を図ることは難しいこ

とも多かったことが伺える。 

 

 

②保護者から９割の肯定的評

価であった。ホームページの

活用等で、情報発信を進めた

い。今後は、センター的機能

の活用等、見える形で高校等

との交流作りをしたい。 

①居住地交流をはじめ地域の学

校との交流では、交流方法を工

夫しながら進められた。高等部

では地域との協働事業に積極的

に取り組んだ実績もあり、その

様子を「学校だより」や「支援

だより」等で発信できた。 

 

 

②センター的機能として教育相

談コーディネーターを中心に地

域の学校へ巡回相談や研修会の

講師として出向き、障害理解や

多様性の理解を深められた。 

①社会情勢を踏まえながらも

居住地交流をはじめ児童生徒

が地域と関わり、活動できる

機会を拡げ、相互理解を深め

ることができるよう努める。 

ボランティアの受け入れは、

社会情勢を踏まえつつ登録者

を増やしていく。 

 

②ホームページ等を活用し、

センター的機能や取り組みを

地域の学校に周知する。学校

間交流を計画的、継続的に実

施し、多様性の理解を深め

る。 

５ 
学校管理 

学校運営 

 

 

信頼される学校

づくりの推進の

ため、安全で安

心できる指導体

制及び管理体制

を進める。 

 

 

①情報発信の在り方を

検討し、児童・生徒の

学習活動や学校の取組

みの発信を進める。 

 

②働き方改革に向けた

業務改善の推進に取組

む。 

①ホームページや配付

物による情報発信を整

理し、保護者や地域の

方に必要な情報が伝わ

るようにする。 

②業務効率化、意識改

革を進めるとともに、

グループ組織の業務内

容の再編計画を具体化

する。 

①学校の情報発信に

ついて、保護者等か

らの評価が向上した

か。 

 

②グループ業務内容

の整理と具体的な組

織の見直しができた

か。 

①授業参観をできる範囲で

行い、授業の様子を見るこ

とができる場を設けた。学

年通信や連絡帳等で間接的

な情報発信にも努めた。 

②働き方改革に向けた業務

改善が実感できていない職

員が多く、具体的な取り組

みが分からない人も見られ

る。 

①新型コロナウイルス

感染症に関する社会情

勢を見極めながら、可

能な範囲での情報提供

を行う必要がある。 

②働き方改革に向け

て、個々の教員が自分

事として取り組む姿勢

を後押しする環境が必

要である。 

①コロナ禍の中だからこそ、

保護者や地域に向けての情報

発信は大切である。ホームペ

ージは頻繁に更新され、情報

も見やすく整理されている。 

②運営協議会委員からは、業

務の効率化を確実に実行し、

職員の業務負担軽減に努める

ようにとの意見があった。 

 

①感染症対策を重視した中で情

報発信の方策を見出し、実現で

きた。課題としては社会情勢の

変化に応じて、臨機応変に対応

する準備を整える。 

②働き方改革の一環として、施

設管理員の勤務形態を平日にシ

フトして、施錠時間を 19 時 30

分にすることで、職員の退勤時

間を意識するよう働きかけた。 

①従来の紙面や参観以外にも

オンラインを活用した学習状

況の情報発信について、検討

していく必要がある。 

 

②職員が退勤時間を意識した

働き方ができるようになって

きているが、根本的な改善は

これからで、組織の効率化、

スリム化が必要である。 

 


