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平成 29 年度
視点

１

教育課程
学習指導

４年間の目標
（平成 28 年度策）

取

１年間の目標

学校評価報告書（目標設定・実施結果）

組 の 内 容

校

具体的な方策

評価の観点

達成状況

内 評 価
課題・改善方策等

学校関係者評価
（２月６日実施）

成果と課題

改善方策等

○一人ひとりのニ

○子どもの成

①組織的な授業改善に

①全教員がシステム

①授業公開は、対象教員

①参観者を増やすことが課

①様々な授業改善は、す

①学校関係者からの関心

①授業検討会･学部授業

ーズに合わせた教

長が実感でき

取り組み、教員一人ひ

を活用し、年 1 回主

すべてが実施することが

題。早くから計画を示すなど

ばらしい取り組みであ

も高い。参観者を増やし

改善を大切にして、教員

育を実践する

る授業づくり

とりの授業力の向上を

体的に授業を公開で

できた。

して参観を促す。

る。

授業力向上に繋げる必要

一人ひとりが課題の改善

○「自立と社会参

を行う

図る

きたか

がある。

に努める。

加」をめざし、幼

②アセスメントの的確

②個別にアセスメン

②障害に応じたアセスメ

②前期の変化を踏まえて、後

②特別支援学校にお

②アセスメントを基にし

②アセスメント読み取り

稚部から高等部ま

な読み取り、実態把握

トを実施したか

ントを４月中におおむね

期の個別教育計画を作成する

いて、幼児児童生徒

た、個別教育計画を作成

に関する研修を計画し、

で子どもたちが主

の力を高め、個別教育

②アセスメントの読

実施することができた。

必要があるため、アセスの読

の障害に応じた丁寧

することができた。作成

実行する。

体的意欲的になる

計画に活用する

み取りと個別教育計

それを基に個別教育計画

取に関する研修を実施する。

な指導は不可欠であ

には、アセスメントを的

授業を実践する

画の配慮事項との関

を作成し、計画の見直し

る。

確に読み取る力が必要。

○「授業改善プロ

連が図れたか

も行った。

③授業改善システムを継続す

③個別教育計画の指導目

③個別教育計画、授業

標を基に指導案を作成

(指導案)に関連性がでる

し、授業を行うことがで

仕組みつくりについて研

きたが、仕組みつくりは

究を進める。

ジェクト」を継続

③個別教育計画を授業

③個別教育計画の指

③指導目標を基にした指

る必要がある。「自立と社会

し、授業改善を組

に反映する仕組みつく

導目標を基に指導案

導案を作成し、授業を実

参加をめざす学習内容図」、

織的に行う

りを行う

を作成したか

施するとともに、振返り

個別教育計画、授業(指導案)

も行うことができた。

に関連性がでる仕組みつくり

〈保護者アンケート〉
○個別指導計画が子ども
の実態に合わせて作成
されているか
⇒満足 76% やや満足 22%

を継続して行う。

２

総合評価（３月 26 日実施）

形にすることができなか
った。

○一人ひとりの障

○一人ひとり

①校内の人的資源を効

①各教育部門の基礎

①研究日等を月１回以上

①授業改善システムを活用す

①特別支援学級を指導す

①計画的に校内研修を実

①来年度も各学部部門の

害の特性や教育的

の教育的ニー

果的に活用し、教員一

的内容に基づいた校

設け、各学部部門の専門

るため、今後も各学部部門の

る教員の専門性が追いつ

施できた。授業改善シス

ニーズに応じた校内研修

ニーズに有効な支

ズに応じた支

人ひとりの専門性を高

内研修を実施したか

性に応じた研修を行うこ

ニーズに応じた校内研修を実

かない中、中央支援学校

テムを活用するために、

を継続する。

援ができるよう

援・指導の充

めチーム力の向上を図

とができた。

施する。

の職員による講義等は大

１年間を通じた研修活動

「複数の専門性」

実を図る

る

変好評である。

が必要である。

を持つよう自己研

②いじめ対策マニュア

②ケース会の開催か

②各学部学年関係部署や

②多様化するケースに対し

②津久井やまゆり園の事

②いじめ対策委員会での

②初期対応から指導体制

鑽に努める

ルを基軸とした児童生

ら学年会やいじめ対

関係機関と連携し、随時

て、校内におけるより良い連

件以来、学校で直接的な

対応が必要な事案は発生

更に外部機関との連携な

○「ICT 推進プロ

徒指導の体制つくりを

策委員会と、ケース

ケース会議を開催して対

携のし方を整理するため、校

話題として取り上げるこ

しなかったが、児童生徒

ど、校内支援体制作りを

(幼児・児童・)

ジェクト」を継続

行う

に応じた対応ができ

応することができた。

内支援体制を見直す。

とはないが、共生社会の

が抱える課題が多様化し

進める。

生徒指導・支援

していく

実現に向けた取り組みは

ている。

たか

○アセスメントを

③子どもの実態、教育

③ICT を使用した授

③対話型ロボットやビデ

③ICT 機器の更なる活用を推

重要であると認識してい

③不登校の生徒が登校で

③iPad 勉強会等において

充実させ授業に反

的ニーズに応じた ICT

業内容とその効果を

オ通信を活用することに

進する必要があるため、取組

る。

きるなどの成果が現れ

活用する教員のニーズに

映させる

機器の活用を推進する

具体的に示すことが

より、不登校の生徒が継

みの継続とビデオ通信の可能

た。分かりやすい活用方

応じ、機器の効果的な活

できたか

続して登校できるように

性等について研究を進める。

法も含めICT 機器の効果

用方法を共有していく。

○インクルーシブ
教育を推進する

なった。勉強会等でICT
機器使用の必要性を話題
にし、外部講師による研
修会も実施できた。

〈保護者アンケート〉
○ＩＣＴ機器を取入れた
授業を実践しているか
⇒満足 39% やや満足 40%

的な活用をさらに進める
必要がある。

視点

３

４年間の目標
（平成 28 年度策）

取

１年間の目標

組 の 内 容

校

内 評 価

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

○子どもたち

①校外行事の目的、教

①学部部門ごとの目

①校外行事マニュアルを

①社会の変化やニーズ応じた

①マニュアルを改訂し、

ひとりの生活の充

の将来の生活

育課程上の位置付けを

標例をあげて整理で

改訂し、目的等を整理す

行事にするため、運用してい

目的等を整理した。

実をめざし、発達

を見据えた幼

整理する

きたか

ることができた。

く中で見直しを進める。

段階に応じた進路

小中高一貫し

②キャリア教育の視点

②進路学習の内容表

②③「自立と社会参加を

②③「自立と社会参加をめざ

②③｢自立と社会参加をめ

②③｢自立と社会参加を

②③学習内容図の周知と

指導・支援を行う

たキャリア教

による地域資源を活用

を作成したか

めざす学習内容図」を作

す学習内容図」を実態に合わ

ざす学習内容図｣は、具体

めざす学習内容図」を保

ともに、授業内容につい

育を実行する

した進路学習に取り組

成し、授業のねらいと照

せて改訂していく必要があ

的で大変分かりやすい。

護者に丁寧に説明する必

ても保護者に丁寧に説明

む

らし合わせながら活用で

る。

要がある。

していく。

③支援シート等の活用方

③支援シート等の活用方

法を検討し、成長や教

法を検討し、指導内容に

育の記録などを整理す

ついて整理し、成果物を

る必要がある。

作成する。

進路指導・支援

③日々の授業や教育活

③キャリア教育など

きた。授業改善の取組み

③幅広い教科でキャリア教育

動が将来にどう繋がっ

の指導内容表を作成

でも、参観者用の資料と

を進める必要があるため、教

ていくのかを意識した

したか

して全教員が活用した。

科ごとの話合いとともに保護
者にも理解を求める。

〈保護者アンケート〉
○｢自立と社会参加｣に向
けた授業が行われてい
るか
⇒満足 18% やや満足 21%

○地域の支援教育

○相模原市の

①様々なニーズに対応

①地域のネットワー

①②相小(中)研、相支援

①②今後も相模原市の支援ネ

①特別支援学級を指導す

①②各種研修会･協議会

①②様々なニーズに対応

のランドマークと

支援ネットワ

できるよう地域との連

クに参加し支援方法

研、自立支援協議会、重

ットワークの一員としてセン

る教員の専門性が追いつ

等に参加しネットワーク

する必要があるため、地

しての役割を実行

ークの一員と

携を密にし、ネットワ

を提供できたか

心ＮＷ会議等への参加や

ター機能の充実を図る必要が

かない。貴校職員による

つくりに努めるととも

域との連携や情報の共有

する

してセンター

ークつくりに努める

巡回･乳幼児相談、個別の

あるため、人材育成を含めた

研修会も好評で巡回指導

に、巡回･乳幼児相談等

化など校内支援体制つく

○インクルーシブ

機能の充実を

②共生社会の実現に向

②本校の役割につい

支援計画策定会議等の関

校内支援体制の強化を進め

にも大変助けられてい

により地域と連携した教

り･地域の支援ネットワ

教育の推進を図る

図る

けた、地域と連携した

て理解を広めること

係機関と連携して活動す

る。

る。

育活動ができた。

ークつくりを進める。

教育活動に取り組む

ができたか

ることができた。

③居住地交流、近隣学校

③居住地交流、近隣学校

③日々の教育活動を通

③共同学習や交流学

③居住地交流、共和小学

③継続して交流等を実施する

等との学校間交流･共同

等との学校間交流･共同

して、地域に開かれた

習を実施し成果を広

校やオベリン保育園等と

ことが重要であるため、担当

〈保護者アンケート〉
○地域に開かれた学校づ
くりを進めているか

学習･交流学習を積極的

学習･交流学習を継続し

学校つくりの具現化を

報できたか

の学校間交流、また、共

者間での引継ぎ等を確実に実

⇒満足 66% やや満足 31%

に進めることができた。

て実施する。

図る

③公開授業や学校の

同学習及び交流学習を進

施する。

③｢さがみはらのめぐみ｣

③ＨＰやお知らせ等によ

取組を地域へ発信で

めることができた。

取扱店登録など地域に発

り取り組みを発信する。

地域等との協働

○地域や近隣の学校と交
流活動を行っているか
⇒満足 46% やや満足 39%

きたか

５

（２月６日実施）

総合評価（３月 26 日実施）

○子どもたち一人

授業づくりを行う

４

学校関係者評価

信することができた。

○信頼と期待に応

○安心で安全

①地域との協働の防災

①福祉避難所の活動

①相模原市障害政策

①本校のマニュアル完

①福祉避難所に指定され

①相模原市との調整とと

②相模原市との調整が少

える学校づくりを

な教育環境の

活動に取り組み、福祉

マニュアルを作成で

課において市のガイ

成には至っていないた

ていることを初めて知っ

もに具体的な内容が確定

しでもスムーズに進むよ

推進する

整備と防災教

避難所開設に向けた整

きたか

ドラインを確認し、

め、市との調整を進め

た。共和小や地域を含め

していくため、本校の計

う、先行して課題を整理

○安心で安全な教

育を推進する

備を行う

検討を進めた。

完成を目指す。

た防災に関する取り組み

画通りに取り組みが進ま

しマニュアルを完成させ

育環境の整備に取

②災害時を想定した訓

②訓練の目的を明確

②改善点を踏まえ訓

②新たな事態に対する

を進めるので参加しても

なかった。

る。

り組む

練を実施し身を守る力

に示して実施し、改

練を実施することが

訓練が必要になった。

らいたい。

②今後は、様々な訓練の

②実情に応じた訓練の実

学校管理

○防災教育を推進

を身に付ける

善点をあげることが

できた。

③先生方の多忙化を解消

実施だけでなく保護者へ

施や保護者への引渡し方

学校運営

する

するために業務改善は重

の引渡し方法等の体制作

法等の体制作りを進め

できたか

○不祥事防止の徹

③不祥事防止会議等の

③不祥事防止会議の

③不祥事防止ゼロプログ

③実際に発生した事件･事故 要である。

りを進める必要がある。

る。

底を図る

持ち方を工夫し、一人

計画と実行に様々な

ラムを基に、事故防止会

踏まえた研修が必要なため、

③継続した事故防止会

③職員の意識をさらに高

ひとりの意識の向上を

教員の意見を反映し

議･不祥事防止研修会を実 タイムリーな話題を交えなが

議･不祥事防止研修会を

め、不祥事ゼロを目指し

図る

て実施できたか

施することができた。

実施している。学校ボラ

た不祥事防止研修会を実

ンティアのメールアドレ

施する。

ら研修会等を実施する。

〈保護者アンケート〉
○日頃から緊急時対応や
防災対策に取組んでい
るか
⇒満足 62% やや満足 32%

スが流出してしまった。

