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学校名：県立横浜ひなたやま支援学校  

令和２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 18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 

生徒一人ひとりが
自立と社会参加に
向けた学習内容や
指導方法の充実を
図る。 
 
 
 
成人年齢や選挙権
年齢の引き下げに
対応した教育を実
施する。 

①主体的、対話的で
深い学びを推進する。 
授業のアイデアの共有
と活用を進め、組織的
な授業改善を図る。 
 
 
 
②成人年齢、選挙権
年齢の引き下げに対
応した今後の授業計
画を作成する。 
 

①日頃から意識できるよ
うに、「主体的、対話的
で深い学び」の観点を加
えた授業案を作成する。 
教科会を活用し、実践
内容を報告することで授
業のアイデアを共有す
る。 
②政治参加教育、消費
者教育等、成人として必
要な知識の習得に向け
た授業計画を検討し、作
成する。 

①主体的、対話的で深
い学びにつながる授業
実践を概ね全教員が実
施できたか。 
効果的な指導内容や授
業のアイデアを複数集
積することができたか。 
 
②成人年齢、選挙権年
齢の引き下げに対応し
た授業計画を作成する
ことができたか。 

①観点についてのチェ
ック表を作成し、指導
案作成時に確認した。 
学年ごとに２つのグル
ープを作り、授業のア
イデアを共有した。 
 
 
②各学年で政治参加教
育、消費者教育等の授
業計画を作成し、授業
を実施した。 

①観点に基づいた授業
実践を増やしていくこ
とが必要である。  
授業のアイデアを校内
で広く活用できるよう
にする必要がある。 
 
 
②成人年齢引き下げに
関連した学習内容を整
理し、段階的に指導す
る必要がある。 

教育の基本においては、
対面の活動を通して伝わ
るものが貴重である。 
消費者教育では、ネット
詐欺についても、併せて
しっかり教える必要があ
ることを感じている。 
【アンケート】保護者
80.0％、生徒 88.9％（と
ても良い、だいたい良い
の合計） 

①多くの教員が観点に
基づいた授業を実践す
ることができたが、一
部の授業に限られた。 
研究授業の振り返りで
授業のアイデアを紹介
し合ったが、学年内で
の共有にとどまった。 
②入学から卒業まで段
階的に授業内容を整理
し、実践を積み重ねて
いくことが大切であ
る。 

①学年ごとに収集した
チェック表をまとめ、
今後の授業案作成に生
かようにする。 
授業のアイデアを学部
でまとめることによ
り、校内で共有できる
ようにする。 
②カリキュラム・マネ
ジメントにより、効率
的に、全体を見通しな
がら取り組めるように
する。 

２ 
生徒指導・
支援 

生徒の個々の実態
を的確に把握し、
生きる力となるよう
な指導や支援を行
う。 
社会生活に必要
な、他者との協調・
思いやり、規範・モ
ラルの意識を育む
指導を充実させる。 

①国数（自立活動）に
係る生徒の実態把握
を的確に行い、課題に
応じた授業を実践す
る。 
②コミュニケーションの
授業（道徳教育）につ
いて、育成の視点等を
検討し、教職員で共有
する。 

①研修会で新学習指導
要領の内容を理解する
ことを通じ、実態に応じ
た指導内容を検討する。 
 
②コミュニケーションの
授業（道徳教育）につい
ての研修を行い、規範
やモラル等の指導の視
点を共有する。 

①実態把握の結果に基
づいた授業を実践でき
たか。 
 
 
②コミュニケーションの
授業（道徳教育）につい
て、育成の視点等を教
職員で共有できたか。 

①対象生徒を選んで習
熟度をしっかりと把握
することで、より実態
に応じた授業を実践で
きた。 
②特別の教科道徳の全
面実施に関する資料を
読み、小グループで授
業案を作成した。 
 

①学年ごとの授業数が
異なるため、取組にば
らつきがあった。 
 
 
②コミュニケーション
や道徳教育の視点だけ
でなく、認知発達に関
する知識が必要とな
る。 

ＳＳＥでは、具体的かつ
境遇的な状況において、
自分をつかみ、自分の思
いを形にし、他者との関
係を調整し、生き抜いて
いくための力やスキルの
獲得が目指されている。 
【アンケート】保護者
75.5％、生徒 68.2％（と
ても良い、だいたい良い
の合計） 

①一部の学年では話合
いが進み、授業改善に
つながった。すべての
学年で推進していくこ
とが課題である。 
②小グループで授業案
を作成し、道徳教育の
指導の視点を共有でき
たが、認知発達に応じ
た課題設定に基づく授
業実践が課題となる。 

①授業改善を個人だけ
でなくチームで組織的
に取り組むことを検討
する。 
 
②コミュニケーション
や道徳教育において、
ＳＳＥを取り入れ、認
知発達に応じた課題設
定に基づく授業実践を
進める。 

３ 
進路指導・
支援 

生徒が納得できる
進路選択を実現で
きるように、生徒の
実態と思いを反映
した指導、支援を
行う。 

①一覧表にした３年間
の進路学習の内容をも
とに、具体的な指導内
容について共有化を
図る。 
②卒業生が抱える課
題を分析・共有し、在
学生の指導に反映す
るとともに、保護者に情
報を提供する。 

①進路先で必要となる
力についての情報を共
有し、卒業後の姿を想像
しながら学ぶべき内容に
ついて精選する。 
②アフターフォローの状
況や見えた課題を共有
し、在校生の指導に取り
入れたり、実績を広報で
保護者に伝えたりする。 

①卒業後の社会的自立
や生活の充実を具体的
にイメージした指導内容
を選定して実践ができた
か。 
②見えた課題を在校生
の指導に取り入れ、実績
や成果等の情報を保護
者に伝えることができた
か。 

①「就労に向けて身に
つけたい力」につい
て、教職員研修を実施
した。 
 
②保護者進路説明会で
就労準備についても取
り上げ、学校だよりで
アフターフォロー報告
を掲載した。 

①年間計画作成時に進
路学習を位置づけるこ
とを今後も引き続き進
めていく必要がある。 
 
②教職員や保護者に卒
業生が抱える課題等を
提示することを引き続
き行い、課題への意識
を高めていく。 

コロナ禍での実習経験不
足によるのかコミュニケ
ーション力の不足が目立
つ。その前段である返
事、挨拶が苦手な実習生
も多く見受けられる。 
【アンケート】保護者
69.4％、生徒 76.8％（と
ても良い、だいたい良い
の合計） 

①卒業後の社会的自立
や生活の充実を具体的
にイメージした指導内
容を選定して実践する
ことが課題である。 
②職場の方から指摘さ
れた課題など、必要な
情報を関係者に提供で
きた。継続して取り組
むことが重要である。 

①一覧表にした３年間
の進路学習の内容をも
とに、組織的に指導内
容を選定して実践する
ことを検討する。 
②得られた情報を支援
シートや個別教育計画
作成にいかしていく。 

４ 
地域等との
協働 

地域と連携し、教
育活動や防災体制
の充実を図る。 
 
 
 
 
 
 
センター的機能を
発揮し、地域の支
援教育の推進を図
る。 

①高校や大学との連
携による教育活動の充
実を図る。 
地域と連携した防災教
育の実施と防災体制
の強化を図る。 
 
 
 
②センター的機能を発
揮し、インクルーシブ
教育実践推進校への
支援を行う。 

①これまで蓄積してきた
資源情報、活動の記録
をもとに連携の在り方を
模索する。 
コミュニティ・スクールの
地域連携部会の場を活
用して防災教育、防災
体制の充実を検討す
る。 
②近隣のインクルーシブ
教育実践推進校に対し
て教育相談、進路情報
の提供等を実施する。 

①高校との交流、大学
の人的・物的資源を活
用した新たな取組の例
を挙げることができた
か。 
地域と連携した防災教
育、防災体制充実につ
いての案を作成できた
か。 
②インクルーシブ教育実
践推進校のニーズに応
じた支援を実施できた
か。 

①高校の職員にパンを
販売し、生徒の自己有
用感が高まった。 
風水害時のマニュアル
や防災訓練・防災教
育・防災研修の計画を
作成することができ
た。 
 
②相互訪問を行い、相
互理解を深めた。ケー
スの生徒の支援方法を
伝えた。 

①感染症対策に基づく
交流・共同学習の在り
方を検討する必要があ
る。 
感染症対策に配慮した
地域との取組を検討す
る必要がある。 
 
 
②ニーズを探るととも
に、様々な支援に応じ
ていく必要がある。 

様々な特徴・特性を持つ
人々が良い関係を築くた
めには、お互いを知る必
要があり、そのための機
会を持つことが重要であ
る。 
災害に対し自治会との連
携強化を今後も追及して
いくことが大切である。 
【アンケート】保護者
47.1％、生徒 82.2％（と
ても良い、だいたい良い
の合計） 

①感染症対策の徹底し
た上で、高校や大学と
の連携による教育活動
の充実を進めることが
課題である。 
地域と連携した防災教
育の実施と防災体制の
強化の方法を探る。 
 
②相互訪問は双方の学
校の理解を深めること
につながった。ニーズ
を探るための手立てを
検討したい。 

①感染症対策の踏まえ
た活動の一つとしてオ
ンラインでの取組が考
えられる。オンライン
授業実施に向けたチー
ムでの検討を進めた
い。 
 
 
②これまでの支援の結
果から、教育相談、進
路情報の提供等は有効
であるので、継続して
いく。 

５ 
学校管理 
学校運営 

安全な環境を整備
し、生徒が安心して
学ぶことができる学
校づくりを推進す
る。 
 
 
 
教職員が生徒と向
き合う時間を確保
し、効果的な教育
活動を実現する。 

①教職員の特別支援
教育に係る専門性、人
権感覚を高める。 
感染症の拡大防止対
策を徹底して行い、拡
大のリスクを軽減させ
る。 
 
②教職員の時間外勤
務を減らすための業務
削減や業務効率化の
案を作成する。 

①教職員の専門性や人
権感覚を高める研修会
を計画的に実施する。 
校内の感染症の拡大防
止に向けた取組内容を
整理し、全体に周知を図
り、組織的に取り組む。 
 
②各グループや学部に
おいて業務の見直しや
効率よく業務遂行する方
法について検討する。 

①研修後のアンケートで
専門性や人権感覚が高
まったという自己評価が
７割以上になったか。 
感染症予防のガイドブッ
クを作成し、その内容に
基づいた取組を実施す
ることができたか。 
②次年度に実施できる
業務削減や業務の効率
化の案を作成することが
できたか。 

①生徒指導に係る研修
を実施し、９割以上の
教職員が良い評価をし
た。 
ガイドブック作成し、
全職員で共有し、対応
した。 
 
②感染症対策のノウハ
ウ等をまとめ、活用す
る案を検討した。 
 

①実施した研修の内容
を踏まえた指導を行
う。 
感染症対策において
は、現在の取組を緩み
なく継続する。 
 
 
②一部の教員の時間外
勤務が多い傾向が続い
ている。 

新型コロナ感染症に係る
行動が良かったと言え
る。絶えず新しい情報の
元、修正を加えながら取
り組んでいただきたい。 
教職員が過労にならない
よう注意してほしい。 
 
【アンケート】保護者
71.1％（とても良い、だ
いたい良いの合計） 

①生徒に年間を通して
ＳＮＳに関する指導が
必要である。 
職員による感染症予防
の指導や環境衛生の管
理ができている。 
 
 
②さらなる業務削減や
効率化の方策を考える
必要がある。 
 

①職員の人権意識向上
を図るために効果的な
研修を実施する。 
感染症対策は、学校薬
剤師等の助言を踏まえ
つつ、速やかに学校保
健委員会で検討する。 
 
②業務アシスタントの
他、学校業務サポータ
ーへの業務依頼を促進
する。 


