
 

 

 

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 
１年間の目標 

取 組 の 内 容 校 内 評 価 学校関係者評価 総合評価（３月 25日実施） 

（平成２年度策定） 具体的な方策 評価の観点 達成状況 課題・改善方策等 （３月４日実施） 成果と課題 改善方策等 

１ 
教育課程 

学習指導 

・児童・生徒の

自立と社会参加

を目指した教育

活 動 を 実 践 す

る。 

・ＩＣＴ機器等

の有効利用によ

る多様な授業の

実践・研究を推

進する。 

①新学習指導要領

改訂の趣旨を理解

して、よりよい授

業・評価を行う。 

②拡大した ICT機

器やその活用につ

いて整理し、適切

な活用ができるよ

うにする。 

①学習指導要領や

評価基準を意識し

た授業を行うとと

もに、授業改善に

つながる研究の充

実を図る。 

②コロナ禍で広が

った ICT機器やそ

の活用方法等を精

査し、計画的で効

果ある ICT機器等

の活用ができるよ

うにする。 

①適切な評価や授

業改善研究に取り

組めたか。 

②ICT機器を効果

的に活用した授業

実践を行うことが

できたか。 

①達成した。 

令和元年度に見直した評価基準

に則って評価を行った。中学部

では、生徒による授業の振返り

を活用し授業改善を行った。研

究では、教員各自の目標に応じ

た 16の授業改善チームを立ち

上げ、小集団による学び合いを

行った。 

②達成した。 

小中学部では、教室と病室、教

室と教室等、オンラインで「つ

なぐ」授業を各学年６～20回実

施した。重心部門では、行事や

個別課題等で ICT機器を積極的

に活用した。 

①新学習指導要領の趣

旨を踏まえ、引き続き

評価の仕方の見直しを

行っていく。研究内容

が、学校全体でより共

有され、積み重ねられ

ていくよう、共有方法

を改善する。 

②今年度の実績をベー

スに引き続き ICT機器

等を活用した深い学び

について実践を積み重

ねる。 

〇コロナ禍でも学びを

止めない活動が多く見

られた。バーチャル工

場見学のように、画面

の中で完結するのでは

なく、具体物も示すこ

とで実態を理解し想像

する手がかりが提供さ

れているのがよい。 

〇教員が専門性を高

め、ICTを活用したオ

ンライン授業が日常化

されているのが素晴ら

しい。外部や、一時退

院中の児童・生徒と学

校とをつなぐ取組も今

後の発展を期待した

い。 

①令和元年度に見直し

た評価基準に則り、２

年間評価を行ってきた

評価について検証を行

うことが課題である。

研究では、小集団によ

る自主的な学び合いが

できた。学んだことを

授業で実践・評価・改

善することと研究成果

を校内で広く共有する

ことが課題である。 

②コロナ禍の下、オン

ラインでつなぐ授業の

実施が必須となり、日

常的に実践が広がっ

た。 

①評価に関する振り返

りを行い、評価の仕方

の見直しを行う。研究

では、次年度も小集団

による研究実践を継続

し、PDCAサイクルで実

施するとともに、校内

での共有を目標に据え

て取り組む。 

②ICT機器を活用した

事情実践に、体験的学

びの要素を取り入れ、

深い学びを追求し、実

践例を蓄積し共有す

る。 

２ 

(幼児・児

童・) 

生徒指

導・支援 

・児童・生徒一

人ひとりの個性

や医療状況を尊

重し、教育的ニ

ーズに応じた指

導・支援を組織

的に行う。 

①自尊感情を育み 

自分や他者を大切

にする教育に取り

組む。 

②個別教育計画が

児童・生徒の指

導・支援の有効な

ツールとなるよう

にする。 

①児童・生徒の自

己理解、他者理解

をすすめ、コミュ

ニケーション力の

育成に努める。 

②児童・生徒の実

態を適切に反映し

た個別教育計画を

作成し、共有し、

実効性のある個別

教育計画とする。 

①児童・生徒が理

解協力する教育活

動の場を作ること

ができたか。 

②実効性のある個

別教育計画を作成

し、活用できた

か。 

①達成した。 

教科学習・行事・休み時間等、

学校全般を通し、児童・生徒が

ともに話し合い活動する場面を

設定した。教員が丁寧に関わり

支援することで、相手を思いや

る発言や笑い合う場面が見られ

た。 

②概ね達成した。 

個別教育計画の共有を指導検討

会等を利用し行った。重心部門

では、作業療法士と連携し、実

態把握を行い、適切な個別教育

計画を作成し活用できた。 

①病気や在籍期間の影

響があり、教員の適切

な言葉かけや支援が欠

かせない。引き続き温

かい雰囲気づくりに心

がけ丁寧な指導を行っ

ていく。 

②引き続き医療と連携

しながら、個別教育計

画を作成し、内容をチ

ームで共有し、日々の

指導・支援に活かして

いく。 

〇児童・生徒が相手を

思いやる発言を学ぶこ

とは、大事なことであ

る。 

〇温かい雰囲気の中、

教員が適切に介入し、

児童・生徒のコミュニ

ケーション能力を育む

取り組みは評価でき

る。 

①学校生活のあらゆる

場面で、児童・生徒が

話し合い、関わる状況

を設定し、教員が丁寧

に指導・支援し、コミ

ュニケーション力を育

成することができた。 

②本校に合った個別教

育計画のあり方、内

容、活用方法等を検討

することが課題であ

る。 

①今後も引き続き、児

童・生徒同士が協力し

合う場面等を教員が意

図をもって設定し、丁

寧な指導を行い、地元

校に戻って適応できる

力を育てる。 

②学部・部門ごとに、

児童・生徒の実態に応

じた個別教育計画の活

用方法を検討し、日々

の指導に活かせる仕組

を作る。 

３ 
進路指

導・支援 

・将来の生活の

充実を目指し、

進路指導、移行

支援、キャリア

教育を行う。 

①児童・生徒が主

体的に自己選択・

自己決定できるよ

うにする。 

②一人ひとりに応

じた進路指導を行

う。 

①すべての児童・

生徒にキャリア教

育を意識した授業

を実施していく。 

②原籍校と連携し

つつ、児童・生徒

の状況に合わせた

適切な進路指導を

行う。 

①発達段階に応じ

たキャリア教育を

意識した授業を行

うことができた

か。 

②適切な進路指導

ができたか。 

①概ね達成した。 

小中学部では「キャリアパスポ

ート」の書式を作成して活用

し、児童・生徒が今後の生活や

進路について課題を見つけたり

考えたりする機会を作ることが

できた。重心部門では、個別教

育計画に「キャリアパスポー

ト」の視点を入れた書式に改訂

し、今後の道筋を作ることがで

きた。 

②達成した。 

進路指導計画に沿って各学年の

進路指導を行った。中学３年生

に対しては、医療、進路希望

先、地元校と丁寧にやり取りし

ながら、一人ひとりに応じた対

応ができた。 

①これからは、転入時

に地元校が作成した

「キャリアパスポー

ト」を本校が引き継

ぎ、転出時は、地元校

に引き渡していく学び

の継続が今後の課題と

なる。 

②中学部として、次年

度へ向けて、進路指導

の進め方を学部全体で

共有し、学部全体の進

路指導力を上げていく

ことが課題である。 

〇「キャリアパスポー

ト」の活用が十分に機

能し、転入・転出の多

い子どもたちへの配慮

が図られていることが

わかった。 

〇在籍期間が短いた

め、横浜南では、夢や

目標を考えさせること

よりも、キャリア形成

の土台となる力（物語

への関心や自然への好

奇心など）の育成が重

要になる。 

①「キャリアパスポー

ト」の書式を作成し、

活用に向けて今後の道

筋を作ることができ

た。横浜南におけるキ

ャリア教育とは何か、

何を目指すのかを考え

ていくことが課題であ

る。 

②進路指導計画に沿っ

て指導を行った。中学

３年生の進路指導につ

いて、一人ひとりに応

じた対応ができた。 

①「キャリアパスポー

ト」について、転入

時、転出時の学びの継

続を行う。横浜南にお

けるキャリア教育につ

いて、学部・部門で話

し合い具体化する。 

②中学部として、進路

指導の進め方等、共有

する時間を設定するこ

とで、学部全体の進路

指導力を上げていく。 



 

 

 
視点 

４年間の目標 
１年間の目標 

取 組 の 内 容 校 内 評 価 学校関係者評価 総合評価（３月 25日実施） 

（平成２年度策定） 具体的な方策 評価の観点 達成状況 課題・改善方策等 （３月４日実施） 成果と課題 改善方策等 

４ 
地域等と

の協働 

・病弱教育に関

する理解・啓発

を図り、児童・

生徒の地域生活

が豊かになるよ

う支援を行う。 

①情報発信や研修

会等を行い、病弱

教育についての理

解が広がるように

する。 

②病弱についての

理解啓発を進め、

特別支援学校のセ

ンター的機能や地

域の学校の支援力

を上げる取組をす

る。 

①ホームページや

研修等で病弱教育

の理解をすすめ

る。 

②支援会議やアフ

ターフォロー、セ

ンター推進協議会

等を通じて、病弱

教育について必要

な情報を発信し活

用できるようにす

る。 

①病弱教育につい

ての情報発信がで

きたか。 

②病弱教育につい

て、地域での支援

力向上に貢献した

か。 

①達成した。 

ホームページ（以降ＨＰ）の運

用では、発信対象を保護者、一

般県民等と想定し、昨年度より

更新回数を増やし、タイムリー

な情報を発信した。学校だより

「南の風」では、内容を新たに

し、教員の声や思いを載せるこ

とで病弱教育の発信を行った。 

②達成した。 

復学支援会議については、オン

ライン会議を主とした形で、1

月末までに 42回実施した。セ

ンター推進協議会では、特総研

から講師を迎え、横浜地区の地

域支援関係者に病弱教育の理解

啓発を図った。 

①ＨＰ等を通して本校

の様子を知ることが、

病弱教育の理解につな

がるような工夫をして

いく必要がある。 

②社会情勢、児童・生

徒の実態等に応じ、効

率的に会議を運営でき

るよう、復学支援会議

の持ち方、内容、方法

を柔軟な発想で見直し

ていく。 

〇コロナ禍の中、ＨＰ

で、日常生活の様子が

発信されることで、地

域の方々への理解が深

まったと思う。 

〇六つ川西小学校のＨ

Ｐに近隣校として横浜

南養護学校のＨＰにリ

ンクを貼っている。今

年度は難しかった交流

活動を次年度以降、復

活させていきたい。 

〇復学支援会議に地元

校がオンライン参加す

るのは、遠距離の学校

でも参加可能になるの

で、継続してほしい。 

①ＨＰ等を通し、保護

者や地域に対し、病弱

教育の発信を行うこと

ができた。次年度は、

病院内にも児童・生徒

の学校生活の様子、学

校が目指すもの等の情

報を発信していくこと

が課題である。 

②復学支援会議等を通

し、多職種と連携し、

児童・生徒が安心して

地元校に戻れるよう支

援することができた。 

①地域への発信に加

え、病院内にも発信す

る仕組を作るととも

に、アフターコロナを

考え、地域の学校との

交流について模索す

る。 

②効率的に会議を運営

できるよう、復学支援

会議の役割分担等を見

直し、全職員で取り組

める体制作りをする。 

５ 
学校管理 

学校運営 

・教職員が同僚

性を発揮して質

の高い教育を展

開する。 

・児童・生徒と

向き合う時間を

確保するため

に、働き方改革

を推進する。 

①協働により、安

全安心な教育の場

を作る。 

②全教職員が協力

して組織的合理的

な教育活動に取り

組む。 

 

①新型コロナウイ

ルス感染症対策に

取り組み、安全安

心な教育を行う。 

②適切なコミュニ

ケーションにより

協力しあい、新た

な職の職員も含め

て、組織的合理的

な教育活動を行

う。 

 

①協働して新型コ

ロナウイルス感染

症対策に取り組め

たか。 

②多職種で協力し

あい、組織的な教

育活動ができた

か。 

①達成した。 

新型コロナウイルスの感染状況

に応じ、県の通知に従い、病院

の感染制御室と連携し、必要な

感染対策を講じ、日々の教育活

動、行事等を安全に実施するこ

とができた。 

②概ね達成した。 

多職種（業務アシスタント等）

と連携し業務の効率化を図っ

た。職員間で業務の平準化を目

指したが、在籍数の増加による

業務量の増加には十分対応でき

たとは言えない。 

①今後も、感染状況に

応じ、適切な対応策を

更新し、安全に教育活

動を実施していく。 

②引き続き業務の平準

化に取り組み、学部部

門を越えた応援体制を

構築する。課題につい

ては適時改善を図り、

働きやすい職場づくり

をする。 

〇感染制御室との連携

はとても大切。 

〇病院スタッフ等多職

種と協働した安全管理

を継続してください。 

〇働き方改革と児童・

生徒との丁寧な関わり

を両立するため、多職

種との連携は素晴らし

い。教員以外でできる

ことと教員しかできな

いことの切り分けを具

体的に導き出したこと

は成果である。 

①病院の感染制御室と

連携し、必要な感染対

策を講じ、日々の教育

活動、行事等を安全に

実施することができ

た。 

②働き方改革として、

多職種と連携し業務の

効率化を図った。在籍

数の増加による業務量

の増加を改善するた

め、授業の考え方を整

理し、授業準備の時間

が確保できるよう授業

体制の見直しを行っ

た。 

①今後も、感染状況に

応じ、適切な対応策を

更新し、安全に教育活

動を実施していく。 

②引き続き業務の平準

化に取り組み、学部部

門を越えた応援体制を

構築する。見直した授

業体制で業務を行い、

検証を行う。 

  


