
中期取組
目標

振り返り

今年度は、新学習指導要領および横浜市のカリキュラムマネジメント要領に基づいた教育課程を編成す
ることができた。また、知的障害特別支援学校の教科のねらいや評価の観点を意識した授業づくりにも、
重点研究を通じて取り組むことができた。小学校と併設している本校の特色を生かした交流教育を通じ
て、地域連携をより深めていく必要がある。一人ひとりが職責を果たすことができるような組織改革と、授
業研究を通じて人材育成が図られるような学校経営で、働き方改革を目指す。

中期取組
目標

振り返り

3年計画の2年目となった今年度は、新型コロナウイルス感染症への対応に追われた1年であった。従来
通りとはいかない学校運営を迫られる中でも、各担当が工夫しながら教育活動に取り組んできた。できな
いこと、難しいことがあっても、この状況で何ができるのか、どうやったらできるのか、代わりに何ができる
のかを模索しながら、何とか一年を終えることができるが、人材育成やセンター的機能など、次年度への
課題が残るものについては、今年度の振り返りをしっかりしたうえで取り組んでいきたい。

中期取組
目標

振り返り

評価結果に
対する学校

の見解

現在の取組について、具体的な内容が保護者にいまひとつ伝わっていない状況がある。PTAの運営委員
会や学校通信等で知らせてはいるが、具体的な取り組み内容について、よりわかりやすく、広い範囲に伝
わるよう、積極的に発信していく必要がある。教員の専門性や変化する社会に対応できる指導力が高め
られるような校内研修を計画していく予定である。

評価結果に
対する学校

の見解

授業参観や来校して直接見学していただくことが難しい状況で、保護者や地域関係者が見えない部分を
どのように発信していくか、可視化できるかについて、今まで以上に工夫が必要となる。既存の伝達方法
にとらわれず、ICTも活用して、学校の取組や様子を、広くわかりやすく発信できるようにしていいきたい。 評価結果に

対する学校
の見解

学校関係
者

評価

学校の取組に対して、十分達成していると評価されている割合は減少しているが、おおむね達成している
という評価を合わせると、割合的には増加していることが分かる。教員の専門性や対外的な取り組みに
対する保護者の意識が、年々高まってきていることも、アンケートから分かった。多様化するニーズに対
応するためにも、地域支援を活用した学習を取り入れるなどの工夫が必要であるとのご意見をいただい
た。

学校関係
者

評価

コロナ禍で、状況に応じた対応が求められる学校運営であったが、学校評価項目全般でほぼ達成できて
いる状況にあり、保護者からも安心感・信頼感が得られていると感じる。豊かな心の項目でコロナ禍の影
響が顕著ではあったが、意見としては前向きな意見が多く、教育活動に対して好意的にとらえられている
ことがわかる。経験や対応の工夫、想像を今まで以上に検討していく必要がある。全体的には本校の特
色が明確になっているとのご意見をいただいた。

学校関係
者

評価

①、③研修日や会議なし日を設定したものの、
ケース会や人材育成等にうまく活用されている
とは言い難い。こうした日の本来のねらいを周
知徹底していきたい。
②集団授業における研究授業＝授業者の授
業ではなく、クラスとしての授業ととらえ、クラス
の教員で考えていけるようにする。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①教職員一人ひとりが自覚と責任を持って組織運
営に取り組めるように、組織の再編整備を行う。②
授業力向上のための研修の充実、人権教育の推
進を図るとともに、教職員間のコミュニケーション
を密にし、専門性の共有化、共感と信頼し合える
人間関係づくりに努める。③組織を見直し、再編
成することで、教育の質の向上を目指す。

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①教職員一人ひとりが自覚と責任を持って組織運
営に取り組む。②授業力向上のための研修の充
実、人権教育の推進を図る。③教職員間のコミュ
ニケーションを密にし、専門性の共有化、共感と信
頼し合える人間関係づくりに努める。④組織を見
直し、再編成することで、教育の質の向上を目指
す。

①一人ひとりが責任をもって仕事に取り組める
ような組織にする必要がある。一人一役のよう
な形で、職責と業務の所在が明確になると良
い。②③初任研や年次研を通じて、人材育成
が図られるよう学部学級での情報共有が必
要。重点研を通じて、研究授業実施者以外も
授業力向上につながるような授業研究が行わ
れると良い。

B

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①教職員一人ひとりが自覚と責任を持って組織運
営に取り組めるように、組織の再編整備を行う。②
授業力向上のための研修の充実、人権教育の推
進を図るとともに、教職員間のコミュニケーション
を密にし、専門性の共有化、共感と信頼し合える
人間関係づくりに努める。③組織を見直し、再編
成することで、教育の質の向上を目指す。

①日頃から児童生徒の実態把握に努めた。自
己表現能力の育成を授業や日々の指導の中
で取り組んだ。今後も、そのために必要な手立
てを幅広く獲得し、知識を深めていけるようにし
たい。②人権チェックシートは、必要な気づきを
得られる反面、教職員同士の人間関係に影響
を与える内容も多く、集計後の発信にも注意が
必要だった。

B
いじめへの

対応

①児童生徒の実態把握に努め、自尊感情の育成
の前提となる、自己表現能力の育成にも重きを置
くことが大切であるという視点を学校全体で共有
する。②より教職員一人ひとりが人権を意識でき
るよう、人権チェックシートの様式を見直していく。

いじめへの
対応

①児童生徒が安心して参加でき、自尊感情を高め
る授業づくり、集団づくりを進める。②児童生徒を
大切にする意識を共有し、人権教育に関する研修
や一人ひとりの特性を捉え適切な支援を行うため
の研修を行う。

①個々の児童生徒の既習事項や生活体験、
興味関心、また学習意欲や習熟の度合いを把
握し、授業を展開することができた。②教職員
自身が、学校における「最大の教育環境」であ
るという意識を再認識し、自己の人権感覚を磨
きながら日々の教育活動に取り組むため、「人
権チェックシート」を活用し、現状を把握、改善
点を探った。

B
いじめへの

対応

①児童生徒の実態把握に努め、自尊感情の育成
の前提となる、自己表現能力の育成にも重きを置
くことが大切であるという視点を学校全体で共有
する。②より教職員一人ひとりが人権を意識でき
るよう、人権チェックシートの様式を見直していく。

c8b8

①ボランティア活動や介護等体験などで直接
的なかかわりをもつ活動はできなかったが、見
学や講座をもつことはできた。②学校HPや掲
示板で情報発信した。地域行事は中止された
が、書面会議や人数制限をした会議など配慮
をした方法で地域との繋がりをもち、学校活動
の理解をしてもらえるようにつとめた。

B 地域連携

① 学校行事に携わるボランティア活動や介護等
体験、交流活動を通じて、障害や特別支援学校に
ついての良き理解者や支援者を増やす。②学校
HPや掲示板、学校評議員会、児童生徒の居住区
での余暇支援を中心とした地域行事などを通じ
て、情報を発信し、学校の教育活動の理解者を増
やして地域との繋がりを深める。

地域連携

①学校行事に携わるボランティアを通して、障害
や特別支援学校についての良き理解者や支援者
を増やす。②学校HPや掲示板、学校評議員会、
児童生徒の居住区での余暇支援を中心とした地
域行事などを通じて、情報を発信し、学校の教育
活動の理解者を増やして地域との繋がりを深め
る。

①学校行事だけでなく、介護体験や交流でも、
事後のふり返りなどから、障害や特別支援教
育の理解につながるような反省や感想が聞か
れた。
②おおむね計画通りに実施することができた。

B 地域連携

①学校行事に携わるボランティア活動や介護体
験、交流活動を通じて、障害や特別支援学校につ
いての良き理解者や支援者を増やす。②学校HP
や掲示板、学校評議員会、児童生徒の居住区で
の余暇支援を中心とした地域行事などを通じて、
情報を発信し、学校の教育活動の理解者を増やし
て地域との繋がりを深める。

①教科の授業の中で、児童生徒の理解を深め
られるような授業を目指した研究に取り組ん
だ。学級ごとに授業改善の視点をもって、授業
が終わるごとに検討を行うことで、充実した授
業につなげることができた。
②本年度は、感染症拡大の懸念から、外部講
師を招いての研修は中止した。次年度の状況
に合わせて、取り組みを再開する。

B 研究

①教科に関する目標や指導内容にさらに意識を
向けながら、関係部署と連携し授業の充実を目指
した校内研究に取り組む。
②外部講師を招き、児童生徒の指導・支援の場面
で活用できる実践的な研修を充実させる。研究

①教育課程全体構造図、教育課程編成表、日課
表などの検討と再編整備を進める。また、新しい
教育課程に合わせた授業づくりを進めていくととも
に、自立活動の授業についても内容や課題の整
理・検討を進める。②横浜市のカリキュラム・マネ
ジメント要領をもとに、知的の教科のねらいも意識
した集団学習を進めるとともに、個の目標の充実
も図られるような授業づくりを研究していく。

①教育課程編成委員会が中心となって検討を
重ね再編整備に向けた準備を進めた。全体構
造図や編成表、日課表、個別の指導計画の書
式などを新たに作成した。②重点研究を通し
て、自立活動の授業や知的の教科のねらいに
ついて児童生徒のアセスメントを見直した。ま
た、新しい教育課程に合わせた授業づくりにつ
いて重点研究に取り組んだ。

B 研究

①教育課程再編整備に伴い教科に関する目標や
指導内容にさらに意識を向けながら、関係部署と
連携し授業力向上を目指した校内研究に取り組
む。また、自立活動の授業についても内容や課題
の整理・検討を進める。
② 研修内容を精選するとともに、外部講師を招き
本校の児童生徒の実態に応じた研修を充実させ
る。

①感染症予防の観点から、制限・中止になる
訓練、研修が多かった。次年度も状況に応じ
て、適宜訓練や研修を行えるように調整してい
きたい。②今年度は、校外での行事がなく、児
童生徒にかかわる教員も限定的だったこともあ
り、ヒヤリハット事例の報告は少なかった。引き
続き、安全で円滑に医療的ケアが実施できるよ
う取組んでいきたい。

B 安全管理

①様々な非常時を想定した避難訓練、不審者対
応訓練への取組、そして教職員の防災・防犯研修
やAED研修、緊急シミュレーションを積み重ねるこ
とで意識を高め、迅速な対応ができるようにする。
②医療的ケアの取組、リスクマネジメントの取組の
中で、ヒヤリハットの蓄積・分析・共通理解を図り、
その対策を講じる。

安全管理

①様々な非常時を想定した避難訓練、不審者対
応訓練への取組、そして教職員の防災・防犯研修
やAED研修、緊急シミュレーションを積み重ねるこ
とで意識を高め、迅速な対応ができるようにする。
②医療的ケアの取組、ヒヤリハットの蓄積・分析・
共通理解を図り、その対策を講じる。

①避難訓練や不審者対応訓練、防災や防犯に
関する研修、児童生徒の健康状態の急変に対
応するシミュレーションなどを行うことで、災害
時や緊急時の対応を学校全体で考えることが
できた。②ヒヤリハットの蓄積・分析が、後期よ
り｢事故予防のためのリスクマネジメント｣の取
組となった。より安全で安心できる学校にして
いけるよう、取組を継続していく。

B 安全管理

①様々な非常時を想定した避難訓練、不審者対
応訓練への取組、そして教職員の防災・防犯研修
やAED研修、緊急シミュレーションを積み重ねるこ
とで意識を高め、迅速な対応ができるようにする。
②医療的ケアの取組、リスクマネジメントの取組の
中で、ヒヤリハットの蓄積・分析・共通理解を図り、
その対策を講じる。

①コロナ禍の中で、通常の活動と同じような就
学に関する見学等はできなかった。感染予防
対策をした上で、相談活動やセンター的機能と
しての小中学校や諸機関との連携に努めた。
電話相談やメール、IT機器等を使ったやり取り
で、間接的ではあったが相談対応することがで
きた。

B
センター的
機能の取

組

①特別支援教育コーディネーターを中心に、就学
に関する見学や相談活動に取り組む。また、地域
の小中学校の特別な支援を必要とする子どもへ
の対応について、小中学校の特別支援教育コー
ディネーターや担任、関係機関との連携を深め、
様々なケースに対応できるように努める。

センター的
機能の取

組

①特別支援教育コーディネーターを中心に、就学
に関する見学や相談活動に取り組み、保護者の
不安や今後のライフスタイルに向けてのアドバイ
スをする。また、地域の小中学校の特別な支援を
必要とする子どもへの対応について、小中学校の
特別支援教育コーディネーターや担任、関係機関
との連携を深め、様々なケースに対応できるよう
に努める。

①就学に関する見学や相談活動に取り組み、
地域の小中学校からの相談に対応したが、そ
の報告を支援だよりなどで行えるように検討し
ていく。

B
センター的
機能の取

組

①特別支援教育コーディネーターを中心に、就学
に関する見学や相談活動に取り組む。また、地域
の小中学校の特別な支援を必要とする子どもへ
の対応について、小中学校の特別支援教育コー
ディネーターや担任、関係機関との連携を深め、
様々なケースに対応できるように努める。

①給食以外に、実際に行っている「健やかな
体」に取り組んでいる目標に改めたい。健康な
体つくり、衣類の調節、換気、運動、体温、など
のキーワードから生徒の実態にあった目標を
立てられるとよい。②給食を通じて、食べ物の
旬を知ったり、諸外国の食事を体験することが
できた。毎日「給食だより」を発行し、その日の
給食にちなんだ情報を提供した。

B 健やかな体

①「食べること」「衣服による体温調整」「運動」など
の活動を通じて、「健康なからだづくり」への意識
を高めるとともに感染症予防にも継続して取り組
む。②全教職員が肢体不自由児の身体や感覚等
についての学びを深め、児童生徒が日々の学習
の中で体を動かす楽しさや心地よさを味わえるよ
うに取り組む。

健やかな体

①家庭や地域・関係機関との連携の下、子どもが
自らの「食べること」や「呼吸とからだ」に興味関心
を持ち、健康や食生活に関わる力を引き出せるよ
うに支援する。②食事の重要性、食事の喜びや楽
しさを理解し、食事を通じた人間関係形成能力を
身に付ける。

① 日々の給食での指導や、集会などを通じ
て、食や自らの体に興味・関心がもてるように
する。② 給食の食事介助を通して、児童生徒
と教員がやりとりをし、食べることの喜びや、一
緒に食事をすることの楽しさを経験した。また、
給食週間には普段一緒に過ごすことのない
方々と食事をし、和やかな時間を過ごすことが
できた。

B 健やかな体

① 給食での指導、集会などを通して、子どもが自
らの「食べること」や「呼吸とからだ」に興味関心が
もてるよう支援していく。② 給食を通して、食事を
することの大切さ、食事の喜びや楽しさを経験でき
るように支援していく。また、食事介助を通して、人
間関係形成能力を身につけられるよう指導してい
く。

①直接の交流が難しい中で、どうしたらお互い
のことを知り、親しみをもち続けることができる
のかを考えながら　交流をすることができた。
②校内研修や、隣接校での朝会講和などを通
して、人権意識を高めることができた。また、
日々の生活の中でも人権を意識しながら指導
に当たることができていると感じた。

B 豊かな心

①中村小学校や副学籍校、近隣小中学校を含む
地域との交流活動を通して、互いの児童生徒の良
さを引き出し尊重しあえる関係づくりとなるように、
「交流」「共同学習」の充実を図る。②日々の教育
活動や研修を通して、人権意識を高め「だれもが」
「安心して」「豊かに」生活できるようにする。

豊かな心

①「ともに学び、ともに生きる」を合い言葉に、周り
の人に対する信頼の気持ちを育てる。②中村小学
校をはじめ平楽中学校や副学籍校との交流及び
共同学習の充実を図る。③オーケストラや絵画鑑
賞などを通して感性を育て、心の安定を図る。④
国際理解教室の授業を通して、色々な国の文化
や伝統に触れる。

①友だちや教職員、地域とのかかわりを通し
て、様々な人と触れ合い個々のニーズに応じ
た人間関係の形成を目指した。②なかよし交
流や副学籍交流、近隣小中学校との交流に取
り組んだ。交流内容やハード面なども含め、よ
り良い交流を目指して全体で検討を重ねてい
く。

B 豊かな心

①中村小学校や副学籍校、近隣小中学校を含む
地域との交流活動を通して、互いの児童生徒の良
さを引き出し尊重しあえる関係づくりとなるように、
「交流」「共同学習」の充実を図る。②日々の教育
活動や研修を通して、人権意識を高め「だれもが」
「安心して」「豊かに」生活できるようにする。

①新型コロナウィルスの影響により、学習内容
を変更しながら、生徒のアセスメントを基にした
課題に取り組み、成長へつなげることができ
た。②教育課程と教科部会で連携し、児童生
徒に身に付けさせたい能力などを話し合いな
がら、本校としての教科目標を設定した。

B 確かな学力

①一人ひとりの障害の状態を的確に把握し、子ど
もの目線に立った個別の指導計画を作成し、保護
者や関係諸機関と連携してきめ細かな指導に努
める。②新しい教育課程（知的障害等）に合わせ
た教科指導の定着と自立活動の充実を図る。

確かな学力

①一人ひとりの障害の状態を的確に把握し、子ど
もの目線に立った個別の指導計画を作成し、保護
者や関係諸機関と連携してきめ細かな指導に努
める。②子ども一人ひとりの実態に即した教育課
程の編成（知的障害等）を図る。

①定期受診やPT訓練などに同行し、専門家か
らの助言を得たり、アセスメントに応じた指導の
実践を目指した。②教科の観点を意識した教
育課程を編成することができた。 B 確かな学力

①一人ひとりの障害の状態を的確に把握し、子ど
もの目線に立った個別の指導計画を作成し、保護
者や関係諸機関と連携してきめ細かな指導に努
める。②新しい教育課程（知的障害等）に合わせ
た教科指導の定着と自立活動の充実を図る。
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