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平成 27 年度

学校目標

１
子どもが主体
的意欲的にな
る授業を実践
します。

２
教職員の専門
性を高めるた
め授業改善に
全職員で取組
みます。

３
幼稚部、小・
中学部、高等
部を通した
｢キャリア教
育｣に取組み
ます。

学校評価

取組の内容
具体的な手立て
評価の観点
①キャリア教育の視点を持 ①キャリア教育の視点を持
ち、子どもにとって分かり
ち、子どもにとって分かり
やすく、実際の日常生活に
やすく、実際の日常生活に
役立つ授業実践を行いま
役立つ授業実践を行うこ
す。
とができたか。
②タブレット型端末や身体の ②タブレット型端末や身体
微細な動きを感知するス
の微細な動きを感知する
イッチ等の先端技術を活
スイッチ等の先端技術を
用した授業実践に向けて
活用した授業実践に向け
「ICT 推進プロジェクト」
て「ICT推進プロジェクト」
に取組みます。
に取組むことができたか。
③授業のみならず、子どもの ③授業のみならず、子どもの
生活全体をチーム支援す
生活全体をチーム支援す
るために、校内支援体制
るために、校内支援体制
(ケース会議等)を確立し
(ケース会議等)を確立す
ます。
ることができたか。
①「授業改善プロジェクト」 ①「授業改善プロジェクト」
により、全職員が授業研究
により、全職員が授業研究
を主体的・意欲的に取組め
を主体的・意欲的に取組め
るシステムを構築すると
るシステムを構築すると
ともに、教職員のキャリア
ともに、教職員のキャリア
アップを図ります。
アップを図ることができ
たか。
②個別教育計画が授業と連 ②個別教育計画が授業と連
動するように見直します。
動するように見直すこと
ができたか。

①「キャリア教育」の視点で
子ども自身が「自分らし
さ」を大切にし、自己肯定
感・達成感を得られる授業
を一貫した指導体制です
すめます。

①「キャリア教育」の視点で
子ども自身が「自分らし
さ」を大切にし、自己肯定
感・達成感を得られる授業
を一貫した指導体制です
すめることができたか。

②地域の保育園・幼稚園・小
学校・中学校・高等学校・
大学等との交流や、商店
会・企業等と連携して、
「キャリア教育」に取組みま
す。

②地域の保育園・幼稚園・小
学校・中学校・高等学校・
大学等との交流や、商店
会・企業等と連携して、
「キャリア教育」に取組むこ
とができたか。

達成状況
評価：Ａ

評価：Ａ

評価：Ａ

評価：Ａ

評価：Ｂ

評価：Ａ

評価：Ａ

校内評価
課題・改善方策等
・個別教育計画やその評価を読
み合う場を設定し子どもについ
て授業について学部全体で考え
る環境を整えていく

学校関係者評価

学校評価

●「楽しく学校へ通っています
か」
Ｂ以上評価 保護者 96％
教員 99％

◎各学部、部門ごと、子どもたちにとって分
かりやすく、実際の日常生活に役立つ授業実
践ができている。子どもたちが楽しく学校へ
通うというアンケート結果も保護者・教員と
もに 95%を越えている。
◎今年度から ICT 推進プロジェクトを立
ち上げ、iPad 勉強会も年間 20 回実施するな
ど、教員はもとより保護者や地域の教員まで
巻き込んだ取組みができている。研修を積み
重ね、日常的に iPad 等の ICT 機器を取り入
れた教材工夫をした授業実践に努める。
◎学部と関係部署とが連携を図り、目的や参
加者を整理した上で、問題が起こる前に行う
未然防止的なケース会議等の取組みをすす
めていく。

・指導方法の蓄積は継続し、さ
らに授業での活用の成果につ
いて整理していく。

●「タブレット型端末等、ICT
機器を取り入れた授業実践をし
ていますか」
Ｂ以上評価 保護者 81％
教員 72％

・ケース会議の目的、参加者等
を整理して開催する。
・水曜日課を活用し、ケース会
議を継続、充実させていく。

●「子どもの生活全体をチーム
支援するためにケース会議を行
っていますか」
Ｂ以上評価 保護者 89％
教員 73％
●「授業改善に取組んでいます
か」
Ｂ以上評価 保護者 92％
教員 86％

・経験者研究授業及び授業検討
会は継続して実施していく。研
究授業対象以外の教員も一人１
回は授業改善アドバイスシステ
ムを活用する体制を整備する。
・校内アセスメントでのアドバ
イスも含め、専門職との連携を
さらに深め、個別教育計画作成
段階での関わり方について整理
する。
・聴覚部門幼稚部や肢体不自由
教育部門高等部Ｃ課程の教育課
程や授業時数について検討をし
ていく。また、見直した教育課
程及び日課表の評価を行う。
・近隣校ではあるものの、共同
での活動時間の確保が難しい。
できるところから小さな交流を
積み重ねていく。
ボランティアの入り方について
は、全体への周知の仕方に工夫
が必要である。

◎授業改善に係るアンケート結果は、B 以上
の肯定的な評価が保護者教員とも 85%以上を
越えている。
教員も授業改善に取り組んだ成果を感じ、
保護者にも見える形で伝わったということ
が評価できる

●「個別教育計画は、子どもの
実態に合わせて作成されて
いますか」
Ｂ以上評価 保護者 96％
教員 83％

◎「個別教育計画」に係る評価については、
Ｂ以上の肯定的評価は、教員に比べ保護者の
方が高い。課題となる点を洗い出し、より授
業と連動していくよう個別教育計画チーム
を中心に引き続き改善に向け取組む。

●「子どもたちが自己肯定感・
達成感を得られる授業ができて
いますか」
Ｂ以上評価 保護者 92％
教員 86％

◎教員の評価が保護者に比べて低い点につ
いては、日々の授業が「自立と社会参加」に
どうつながるのか、また、それが指導の一貫
性にどうつながるのかが難しかったと考え
る。日常の授業で何が「自立と社会参加」に
つながるのか、
『授業の成り立ちシート』等
を通して取組みを続けていく。
◎地域の資源を活用した校外学習を計画的
に取組むことができた。校外学習の意義や目
的を教員が共有しながら、実施・評価すると
ともに指導の系統性を高めていくことが必
要である。
◎子どもの人権を意識するために「子どもの
呼称」をテーマにアイデア会議で全職員で意
見交換を行い、さん付け呼称の推奨や生活年
齢を意識した指導に引き続き取組んでいく。

●「子どもの進路支援や進路に
関わる情報提供が丁寧に行われ
ていますか」
Ｂ以上評価 保護者 88％
教員 74％

４
地域を支援す
るセンター的
機能を高め、
地域の学校や
子どもたちを
支援し、校内
のミニ共生社
会づくりに取
組み、インク
ルーシブ教育
を推進しま
す。

５
学校の危機管
理体制を見直
し、安心で安
全な教育環境
整備に取組み
ます。

①視覚障害や聴覚障害のあ
る乳幼児・保護者への乳幼
児相談を充実させ、早期発
見・早期療育を支援しま
す。
②相模原市内及び周辺地域
の支援ネットワークにお
ける本校の役割を整理し
ながら、地域を支援するセ
ンター的機能を高め、保護
者や地域の関係機関に向
け、ニーズに応じたさまざ
まな支援を行います。

①視覚障害や聴覚障害のあ
る乳幼児・保護者への乳幼
児相談を充実させ、早期発
見・早期療育を支援するこ
とができたか。
②相模原市内及び周辺地域
の支援ネットワークにお
ける本校の役割を整理し
ながら、地域を支援するセ
ンター的機能を高め、保護
者や地域の関係機関に向
け、ニーズに応じたさまざ
まな支援を行うことがで
きたか。

③学校施設開放を行い、地域
に開かれた学校づくりを
すすめます。

③学校施設開放を行い、地域
に開かれた学校づくりを
すすめることができたか。

④４学部４部門の学部部門
をこえた「交流及び共同学
習」を大切にし、校内のミ
ニ共生社会づくりをすす
めます。

④４学部４部門の学部部門
をこえた「交流及び共同学
習」を大切にし、校内のミ
ニ共生社会づくりをすす
めることができたか。

①「防災プロジェクト」によ
り、幼児児童生徒が自分の
身を守る力をつける訓練
を実施し、学校防災力を高
めます。

①「防災プロジェクト」によ
り、幼児児童生徒が自分の
身を守る力をつける訓練
を実施し、学校防災力を高
めることができたか。

②防災マニュアルを実効性
のあるものに見直し、教職
員全員に周知・徹底し、防
災教育をすすめます。

②防災マニュアルを実効性
のあるものに見直し、教職
員全員に周知・徹底し、防
災教育をすすめることが
できたか。
③幼児児童生徒にとって、安
心で安全な教育環境を整
備するとともに、学校全体
をとおして、事故不祥事防
止の取組みをすすめるこ
とができたか。

③幼児児童生徒にとって、安
心で安全な教育環境を整
備するとともに、学校全体
をとおして、事故不祥事防
止の取組みをすすめます。

④福祉避難所設置に向けた
整備をすすめます。

④福祉避難所設置に向けた
整備をすすめることがで
きたか。

評価：Ａ

評価：Ａ
・

評価：Ａ

評価：Ａ

◎今年度乳幼児相談の体制を見直し整理し
たが、次年度も関係機関との連携を図りなが
ら専門的な支援に取組んでいく。

・乳幼児相談の体制及び外部と
の連携について引き継いでいけ
るようより明確なシステムを作
る。

●「保護者からの相談について、
丁寧な対応が行われています
か」
・交流や共同学習を年間の授業
Ｂ以上評価 保護者 94％
計画に位置づけ、継続実施する。
教員 94％
・センター的機能の一環として
●「交流活動や他の機関との連
相模原市主催の研修受け入れを
携は、行われていますか」
実施した。教育相談や学校支援
Ｂ以上評価 保護者 89％
で繋がっていけるよう、その趣
教員 89％
旨を研修の中に組み込めるよう
主催者へ働きかけていく。
・学校施設開放に慣れてくるこ
とでの課題も出てきている。ル
ールの徹底を図っていく。
・学部部門を越えた交流及び共
同学習を継続していく。
・
「交流デイ」について次年度は、
催し物を中心に幼児児童生徒が
かかわる方法を検討中である。

◎相談、交流活動や他の機関との連携、子ど
もの支援に係る研修会等については、保護
者・教員ともにＢ以上評価がほとんど同じで
あった。
◎相模原市中央区に開校して６年目となる
次年度は、市のネットワークづくりに参加で
きるよう学校からの情報発信力を高め、セン
ター的機能をさらに高めながら、市の支援教
育のランドマークを目指す。
◎学校施設開放に取組み、定着してきた。次
年度も利用団体と更なる連携を図り、開かれ
た学校づくりの推進を図る。

●「交流デイについて」
・子どもたちの様子を知って頂
けたか。
わかった 56 ややわかった９
・企画内容はいかがでしたか。
満足 41 やや満足 23

◎５周年行事として実施した「交流デイ」は、
学部・部門を越えた全校行事としてまた、地
域に開かれた学校行事として、保護者や地域
からも好評であった。

◎消防署との合同避難訓練や地域を巻き込
んだ防災研修を実施し、地域とともに防災意
識を高めることができた。

評価：Ａ
・防災マニュアルの見直し、修
正、活用に引き続き取組む。
評価：Ａ

評価：Ａ

・「不適切な指導を防ぐ」とい
う考え方の中で、幼児児童生徒
の対応や指導の方向性を話し
合い共通理解できる風通しの
よい環境を作る。
・各種マニュアルの活用と見直
し、修正を行う。

評価：Ａ

・相模原市福祉避難所の運営に
関して、市内の特別支援学校３
校と関係機関の連絡会を継続し
て開催していく。

●「日ごろから緊急時の対応や
防災対策に取組んでいますか」
Ｂ以上評価 保護者 94％
教員 90％

●「教員はあいさつを心がけマ
ナーや言葉遣いは適切ですか
（電話対応を含む）
」
Ｂ以上評価 保護者 93％
教員 92％

◎毎月実施しているシェイクアウト訓練や
防災教育を通じて子どもたちの防災意識を
高めることにつなげている。

◎教員のあいさつについては、あいさつをし
ても返事をしない教員がいることの指摘も
受けている。事故防止の観点からも教職員へ
のあいさつの周知徹底を図る。
◎個人情報文書の誤配付が起こらないよう、
各学部・部門ごとにチーム力を高め、チェッ
ク体制をつくり取組んでいく。
◎相模原市との福祉避難所の運営について
は、市内の県立特別支援学校間で「三校連絡
会」を行い情報を共有していくとともに、相
模原市との連携を強化していく。

