
神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 第１回学校運営協議会 開催報告 

 

本校の学校運営協議会を次のように開催した。 

名称 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 第１回学校運営協議会 

開催日時 令和３年５月 27日（木） ９：30～11:00 

開催場所 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 ふれあいルーム 

出席者 学校運営協議会委員７名  学校事務局８名 

次回予定日 令和３年１０月２６日（火） ９：30～11:00 

問合せ先 横浜ひなたやま支援学校  副校長  吉田浩司 

電話 045-300-5611   ＦＡＸ 045-303-2330 

議 題 令和３年度 学校運営協議会 

 第１回会議についての確認 

 ・学校の教育活動状況、新型コロナウイルス感染症対策等 

 ・設置部会と今後の進め方 

 ・年間計画 

学校評価部会 

 ・令和３年度学校教育計画について 

 ・令和３年度不祥事ゼロプログラムについて 

切れ目ない支援部会 

 ・共生社会の実現に向けた取組について 

審議 (会議 )

経過 

【学校運営協議会】 

（１）会長挨拶 

  昨年度は対面で 1回しか開催ができなかったので、今年は１ 

回目として対面で開催できてよかった。 

所属している法人は、成人の入所施設や児童養護施設・グルー

プホーム等もあり、新型コロナウイルス感染症対策で大変だっ

た。職員では感染者が出たがクラスターにならなくてよかった。 

ワクチン接種が行き渡るまで気が抜けないのが現状である。学

校の方も同じような緊張があると思うが、その中でも教育の中身

が進んでいけるように皆さんご意見を出していただけたらと考

えているので、よろしくお願いしたい。 

 

（２）副会長挨拶 

  昨年度は書面開催が多くなかなか集まっていただけなかっ 

た。蔓延防止措置下だが、開催とさせていただいた。今後も感染 

の状況によっては書面開催の可能性もある。 

校長としては、生徒にはこの学校を巣立って社会に出る時にど

んな力を持っているとよいか考えている。社会が複雑化している

が、その中でも人との関わり・人間関係がやはり重要だと思う。

他者とどう折り合いをつけていくか、合意形成の力が必要。また



学校では勉強もするし、生活スキルの獲得も必要だが、やはり心

の教育は大切にしたい。そして子どもたちが当事者意識をしっか

り持つことも重要だと感じている。 

 

（３）自己紹介    

協議委員自己紹介 

事務局自己紹介 

 

（４）第１回会議についての確認 

■学校の教育活動状況・新型コロナウイルス感染症対策等  

登校も立場方面の生徒は学年ごとにバスを指定し分散して登

校している。 

  始業式や入学式・保護者説明会も分散して行った。 

  変異型が増えているので、引き続き気を付けていく。 

  部活動も感染症に気をつけながら実施している。 

家庭学習については臨時休校に備えてオンラインに向けての

準備を少しずつ進めている。 

各家庭のインターネット環境について現在調査をしている。 

  校内での感染症対策（写真で紹介） 

  各教室には TV と PC を導入し、修了式はオンラインで映像を

流した。 

加湿器やサーキュレーターも配備。 

  

■設置部会と今後の進め方 

  昨年度同様で変更なし 

 

■年間計画   

 第２回の開催は 10 月下旬を予定している。それまでに中間評

価を報告する。 

 第３回目は２月中旬を予定。 

 

＜意見＞ 

 ・特になし。 

 

 

【学校評価部会】  

 ■学校教育計画（令和２年度～令和５年度） 

  令和２年度から５年度まで４年間の計画を作成している。今

年度は２年目にあたる。 

ミッションは変更なし。学校目標も大きく変更していない。 



  課題は継続中。 

 

 ■横浜ひなたやま支援学校のグランドデザイン〈令和３年度〉  

  昨年度と少し図の配置を変えている。（学校目標と目指す姿） 

   

 ■令和３年度学校目標  

  視点２ ＳＳＥを通してメタ認知能力を高めていくための目

標になっている。 

  視点３ ＰＤＣＡサイクルを繰り返し、生徒が納得できる進

路選択ができるようにしている． 

  視点４ 今までの地域とのつながりを継続していく 

  視点５ 人権意識を高める取り組み 教員のワークライフバ

ランスも大切にしていく。 

  

■不祥事ゼロプログラムについて   

  有識者会議でわいせつ事案の防止対策が取り上げられてい

る。本校の校医が「わいせつ事案防止対策有識者会議」の座長を

務めている。 

  県より５つの課題が出されている 

  不祥事防止点検は毎月実施する。職員会議の際にも研修を実

施する。 

  また、項目２については７月に全職員参加の研修を計画中。内

容は講義とワークを予定。 

  これについては第２回・３回の学校運営協議会の際にも報告

していく予定。 

 

＜司会＞ 学校の方から今年度の学校のミッション「学校教育計

画」「不祥事」ゼロプログラム」ついて報告があった。これについ

て何かご意見があればお願いします。 

 

【意見】 

＜委員＞ 学校目標について、コロナ禍でいろいろなことに制限

があることは仕方ないのは理解できる。以前のように戻るのは難

しい。開校当初この学校の目指す姿は、地域と学校がウインウイン

の関係。地域の方から学んだり、地域の方から喜んでいただいたり

することを目指していた。パンを地域の方に販売するほかに、開校

当初は地域の方と共同運営で喫茶の話もあった。 

私はひなたやまのほかにも２校で作業学習の運営に関わってい

る。パンを介して地域の方と関わっていく経験が３年間の在籍中

にできないこともあるかもしれない。 



 軽度の生徒の人間関係はどうなのか？作業学習はただ物を作っ

て売るのではなく、何を地域の方から期待され、何を目指していく

のかを実践的に学ぶ学習である。 

ＳＳＥで心の成長を促すことを積みかさねてきていたが、やは

り時間数が減るとそれに取り組む機会も減ってしまうのではない

か？前に戻すことは難しいかもしれないが、どう考えているか？ 

 昨年度は福祉の方や学校関係でも予算が付き、いろいろな機材

が買うことはできた。購入した機材でリモートの交流はできるか

もしれないが、直接人とどう接するかの学びをどう考えている

か？開校当初からある「ひなたやまらしさ」をどう考えているか？

昨年度から息子がお世話になっており、私は本校生徒の保護者で

もあるので、そのあたりを教えていただきたい。 

 

➡ 昨年度からパン販売を地域へはできていない。現在のように

様々な規制がある中で、生徒達に販売するのは難しい。職員には販

売ができているので、昨年度は大和南高校の職員向けに販売を行

った。オンラインでの販売をやりたかったが、相手校のネット環境

もありできなかった。パンを買っていただいた先生方にメッセー

ジを書いていただいて生徒に伝えるような形で行った。生徒の自

己肯定感が今後も持てるよう、いろいろな方法を模索していると

ころである。 

 

＜委員＞ 実習は昨年度も 10名以上受け入れた。あと半年早く実

習させられたら入社に繋がったようなケースがあった。その中で

も課題としては、実習生が積極的に自らの考えを示せない。質問を

するタイミングがわからない。また聞かれると答えるがどこがわ

からないかわからない。自ら発してくることが足りない。 

あいさつや返事は基本だが、家庭で身の回りのことをやらせて

ないようなケースが見受けられる。過干渉。ズボンの折り目を知ら

ない。ハンガーにかけられない実習生がいる。清掃の仕事なので、

身支度はとても大切。清潔に見えなくてはいけない。服装はとても

大切。 

 

＜委員＞ 大学が港区と戸塚区にあるが、東京都が緊急事態下な

ので、対応が以前の制限に戻ってしまっている。 

部活動にも関わっているが、他校との交流はなし。サークル活動

では屋外の活動でもクラスターが発生してしまっているので、外

部との交流も控えている状況。授業もオンライン。宿泊などもやっ

ていない。産業医からも部活動の更衣室で感染が拡大しているの

ではないかとの指摘があった。交流が難しい。対面でのふれあいや



コミュニケーションが大切だが、大学生は行動範囲が広いし、緊張

感も薄れている。交流するのは時間がかかると思う。 

障害を持っている子との交流は大学生にとってもとてもよい。

ただ、大学生になって人格や価値観を変えるには難しい。当事者意

識を持って接することは大事。 

 

＜委員＞ コロナ禍でいろいろなことが中止になってしまった。

幸い地域からは感染者は出ていない。地域との交流としては、以前

よりも少し規模を縮小して第１自治会の夏祭りが計画されていた

が、まだ１回しか実施できていない。（一昨年度はひなたやまから

パン販売で参加していた。）現在は全く地域内でも交流ができてい

ない。 

ワクチン接種も進んでいない。ただ、高齢者が全く人と話ができ

ていないという声もある。コロナが終わらないと交流は難しい。 

 

＜委員＞ 地域防災拠点の立場から参加している。昨年度は全く

何もできなかった。何事も起こらなかったからよかった。今年度も

一般参加は難しいと思うが、主だったメンバーでの訓練を考えて

いる。倉庫に備蓄している物品を使用しての訓練を予定。私はその

他にも社会教育の団体に関わっているが、昨年度はそちらの団体

でも何か事業を計画しては中止の繰り返しだった。 

 

＜司会＞ 学校目標の視点２でＳＳＥの観点は、この学校が開校

以来、県立保健福祉大学の教授からスーパーバイズしていただい

て取り組んできた。そこでのアイデアは、主体的対話的で深い学び

を育むねらいがあった。自分から積極的に発信することを実践的

にやってきている。ひなたやまは高等部の生徒だけの学校なので、

先生たちが共通の目標や手段をもちやすい環境にあると思う。そ

の積み重ねてきていることを継承してもらいたい。その点につい

て学校ではどう取り組んでいるか？ 

 

➡ 授業数としてのコマ数は例年とは変わっている。感染症対策

もあり、手洗い等の時間も必要になっているし、行動がゆっくりの

生徒の割合も増えてきている。ＳＳＥはコミュニケーションの授

業だけでなく道徳も含めてすべての授業・学校場面で取り組んで

いくことにしている。たとえば授業の中で友達の言葉を聞き取っ

たり、メモを取ったり、自分の考えをみんなの前で発表する場面な

ど、様々な場面でＳＳＥを実践ができると考えている。 

 

➡ どの学校でも生徒達は対人関係の経験不足はあると思う。校



外での学習や修学旅行が実施できなかった学校もある。行事等が

何もできずに卒業となってしまうことも考えられる。学校では文

科省と県からの通知をもとに様々なことをやっているが、校長判

断という案件も多い。校長判断としては制限も致し方ないと思う

ところもある。コロナ禍でもできることを追求していく。ワクチン

が生徒たちにいつ行き渡るか？作業学習でパンの製造をしている

が、今は職員販売のみ、それがいつ校外への販売となるか。今はコ

ロナ禍だから仕方がないというジレンマがある。 

生徒たちが当事者意識を持てば自分からの発信ができる。それ

にはやはり経験が必要になる。座学だけでは難しいと思う。 

ひなたやま独自で判断して進めるという考えもあるが、特別支

援学校として足並みをそろえることも大事。ただ、やれることはや

っていきたい。 

 

＜委員＞ 実習生は自分の得手不得手を知る機会が実習。コロナ

禍でその機会が失われたことは残念。もう半年早く実習に来てく

れて、２回目３回目であれば実習の中でブラッシュアップしてい

くことが多い。コロナもあるが、彼らの今後の人生を考えた時に、

どっちが優先されるのかも判断していかなければいけない。 

 

＜司会＞ 「令和３年度の学校教育計画」と「令和３年度不祥事ゼ

ロプログラム」については承諾いただいたということでよろしい

か？ ➡「了承」 

 

 

【切れ目ない支援部会】 

 ■共生社会の実現に向けた取組について  

 これについてはテーマが大きいので今日は意見を少しいただけ 

たらと考えている。 

 

＜司会＞ 共生社会の実現については、もう今日は時間がないの 

で、これからも継続して考えていくこととし、今日は少し意見を出 

していただきたい。 

 

＜委員＞ この学校を卒業したら社会の中で生きていくことにな

る。この時に彼らの周りの人たちが小さいころから障害を持って

いるこどもに接していれば、どう接したらよいかがもっとわかる

のではないか？社会全体で考えることでこれは１つの学校だけが

できる話ではない。大人になってしまってから価値観や性格を変

えるには難しい。障害を持っている方がいることが当たり前と感



じられるようになればよい。小学校と交流する機会があれば、その

子供たちが大人になった時に、一緒の働くことが当たり前と思え

るようになるのではないか？長い目で見た時には、なるべく若い

うちに対面での交流の機会を持ち、障害を持っていない人との接

し方などを経験し、意識を持たせることが大切だと思う。 

 

＜委員＞ 数年前大和南高校へパンを売りに行くときに、本校の

生徒のなかに相手校に中学校時代の友達がいるので行きたくない

と言っていたが、実際には販売に行くことができた。その時に同級

生だった生徒から「これもパンを作ったなんてすごい！」と言われ

た。生徒会の生徒達も販売を手伝ってくれた。その生徒は全くコン

プレックスがなくなったわけではないが、こんなふうに何かを通

じて（スポーツ等）自然と交流ができる。通学時の見守りなどでも

交流ができる。 

 

➡ 前任校では隣接する高校の生徒達が作業学習体験をする等で

交流していた。スポーツイベントがあると参加してくれていた。こ

ちらからも授業の交流に行った。高校生の中には特別支援学校の

教員になることを希望する生徒も現れた。また、教職を目指す生徒

に特別支援学校の教員が特別支援教育の話をしに行く計画もあ

る。近くの学校との交流には可能性がある。そういうところが共生

社会に繋がっていく一つの在り方だと思う。 

 

＜委員＞ パン作りを小学生に教えてあげられないか？このよう

な交流で、本校の生徒達も自己肯定感が上がるのではないか？や

ってもらうだけでない交流ができるか？ 

 

＜委員＞ 技術的には可能なのでは？ 

 

➡ 夏休みなどに講座を設けて実施ができるかもしれない。アイ

デアとしてはあるかと思う。 

 

＜司会＞ 共生社会に関してはいろいろな意見があると思う。所

属する法人は大人の入所施設も持っている。共生社会という中で

どういう生活や人生があるのか、次回にはお話ししたいこともあ

る。 

今回の部会では、「当事者意識」というキーワードが出た。次回

にこれをつなげていきたい。 

第１回はこれで終了とさせていただきたい。 

事務連絡 第２回は 10月 26日(火)のＡＭに予定 



 


