学校名：県立藤沢養護学校

視点

１

２

３

教育課程
学習指導

児童･生徒
指導･支援

進路指導･支援

４年間の目標
（平成 28 年度策定）

１年間の目標

自立と社会参加を
目指し、一人ひと
りの児童生徒のニ
ーズに応じて自己
発信する力や、他
者と関わる力を育
てる教育課程の編
成と学習指導を行
う。

自己発信や、より
良い他者との関係
構築に向けた指導
実践を行うと共
に、生涯にわたる
健康と体力向上に
向け、運動に親し
み、取り組むため
の環境作りと実践
を行う。

児童生徒一人ひと
りの個性を尊重
し、自己有用感や
他者への思いやり
が育てられる指
導・支援を発達段
階に応じて組織的
に行う。

教員の専門性の向
上を図ると共に、
研修・研究を組織
的に実施する。ま
た、総合的、多面
的に児童生徒の実
態把握に努め、自
己有用感につなが
る教育を展開す
る。
小学部、中学部、
高等部それぞれを
つなぐ一人ひとり
のニーズに応じた
キャリア教育、進
路学習を体系的・
組織的に充実さ
せ、実践する。

地域社会の中で一
人ひとりの児童生
徒に応じた役割や
居場所を持てるよ
うにすると共に、
豊かな人生を送る
ために必要な進路
指導・支援を行
う。

地域と共に児童生
徒の育ちを支える
とともに、地域へ
の発信や支援によ
４ 地域等との協働 る共生社会の実現
を目指す。

地域の資源・人材
を活用した教育活
動や、居住地交流
と共同学習を充実
させると共に、セ
ンター的機能を発
揮し地域の課題解
決力の向上を図
る。

・一人ひとりの職
員が質の高い同僚
性を発揮し、情熱
を持って職務に取
り組む職場を目指
す。
・安全と安心の上
に作る、指導体
制、管理体制の充
実を目指す。

・特別支援教育の
プロとしての自覚
を持ち、チーム力
の高い組織を目指
す。
・災害時、事故時
の対応力の向上に
向けた校内体制の
整備を行う。

５

学校管理
学校運営

取

平成 29 年度

学校評価報告書（実施結果）

組 の 内 容

校

内 評 価

学校関係者評価

総合評価（３月 22 日実施）

具体的な方策

評価の観点

達成状況

課題・改善方策等

（２月 20 日実施）

成果と課題

改善方策等

・児童生徒の実態把握
を丁寧に行うととも
に、保護者との連携を
強化し、実態に応じた
指導計画の策定を行
う。
・個々の児童生徒のニ
ーズに応じた授業と、
外部資源を活用した授
業を通し、社会につな
がる授業展開を行う。
・児童生徒の課題に対す
る的確な見極めを行い、
チームとして共通理解を
図って指導にあたる。
・多面的な視点を持つた
め、外部機関との連携や
地域との交流を積極的に
取り入れ、自己有用感を
高める方策を講じる。

・児童生徒の実態に応
じた指導計画を策定で
きたか。
・保護者の思いが教育
計画に反映されたか。
・地域の資源を活用
し、児童生徒に有効な
授業を提供したか。

・指導計画の継続性を高
めるため、次年度への引
継ぎを十分に行う。新学
習指導要領の理解を進
め、個別教育計画の作成
に役立てるようにする。
・地域資源を活用し、運
動に親しむ・本物のスポ
ーツに触れる機会を継続
して設定していく。

中学校支援級からの
情報の収集方法や個別
教育計画の見直しにつ
いての意見があり、次
年度への展望を含めた
回答することで、了承
を得ることができた。
保護者アンケートで
は、９割以上の保護者
が意を汲んだ計画が策
定されたと回答した。
人権教育研究指定校
になったことを今後の
学校経営に活かし、総
合的な進化を遂げるこ
とのできる取組にして
いくことを確認した。
保護者の７割が支援方
法は良好であるとの評
価をした。

・学校としてキャリア
教育の柱を構築する。
・児童生徒の発達段階
に応じた支援方法を検
討し、社会自立に向け
た取り組みを行う。
・ニーズと実態のすり
あわせを行い、最善の
情報を提供する。

・キャリア教育を意識
した学部間の系統性を
図れたか。
・発達段階に応じた支
援方法を策定できた
か。
・社会自立を意識した
取り組みを行う事がで
きたか。

・地域と連携し児童生
徒が地域社会の中で認
められ、安心して生活
ができるよう教育環境
を整える。
・地域との連携を強化
すると共にセンター的
機能を生かして近隣校
の支援力を高めるよう
積極的に活動する。
・個々の教員が支援教
育のプロであることを
自覚し、職員間のコミ
ュニケーションを活性
化し、協働意識のも
と、自己のミッション
を果たす職務遂行に取
り組む。
・緊急対応は瞬時の判
断と実行力を要求され
ることを知り、いざと
いうときにあわてない
組織を作る。

・居住地交流や中学校
交流、高校交流を積極
的に行う事ができた
か。
・センター的機能を発
揮し、地域の支援力を
高める事ができたか。
・高等学校との関わり
を整理し、支援を行っ
ていく。
・支援教育のプロとし
て積極的に関わる事が
できたか。また、同僚
性を発揮できたか。

・児童生徒の実態把握と
面談等による保護者との
課題共有、分教室では三
者面談を行い、指導計画
を作成した。
・発達段階に応じて地域
資源を活用した学習を行
った。パラスポーツ教室
を計 7 回実施し、外部講
師を招き児童生徒が運動
に親しむ機会となった。
・学部会・学年会・ケー
ス会等を通してチームで
情報を共有し、指導に生
かした。
・自立活動医事相談・ブ
ロック専門職等を活用し
児童生徒の実態把握に生
かした。地域生活を支え
る福祉関係機関との連携
も積極的に行った。
・キャリア教育の観点か
ら各学部で社会自立に向
けた取り組みを進めた。
学部を越えた研究協議に
より、将来を見据えた学
習活動につながった。
・講演会や見学会、進路
面談等で児童生徒の実態
に合った情報を提供する
ことができた。
・小・中・高校との交流
により、児童生徒の経験
を広げ地域とのつながり
を持つことができた。
・地域の学校の支援力を
高めるため、80 回の巡回
相談、33 回の研修会講師
を行った。高等学校から
は２校の巡回相談依頼を
受けた。
・各学部において教員間
の情報共有、チーム力の
向上について課題意識を
持ち取り組んだ。日常的
に情報交換を行い、連携
しながら児童生徒の支援
にあたることができた。
・例年実施する避難訓練
の他に、緊急医療体制訓
練、DIG 訓練、J アラー
ト訓練を行い、緊急時・
非常時に冷静に安全確保
ができるようにした。

児童生徒理解が深めら
れ、個々の教員の意識改
革が進んできた。また、
新指導要領に対する対応
を学校や学部の単位で取
り組んでいく姿勢ができ
てきている。パラスポー
ツの開催では、休日対応
が多く職員の服務調整や
業務の増加に伴う業務量
調整に苦慮した。
児童生徒の個々の個性を
重要視し、自己有用感を
高める取り組みとなっ
た。次年度からの研究指
定を受け、教員の人権感
覚の醸成や指導から派生
する生徒間の人間関係の
育成を支援する取組が行
える教育環境を構築する
ことが急務である。
学部ごとに児童生徒の実
態に応じたキャリア教育
を行うことができてきて
いる。それぞれの学部
で、数年先や卒業後の生
活を意識して指導を行
い、児童生徒のライフス
テージを見通したキャリ
ア教育の実践が今後の課
題と考える。
地域資源の活用や地域と
の共同の面では、ある程
度の成果を挙げることが
できた。同世代との交流
も活発に行われている
が、事前の取組（相手校
等）を積極的に行うこと
で、本来の目的が達成さ
れると考える。今後、さ
らに推進したい。
知的障害単独校における
防災教育の在り方という
視点で、防災教育が行わ
れ始めてきた。安全を確
保することは、個々の児
童生徒に浸透するまで、
細やかに指導を行う必要
がある。様々な場面設定
を行い、教員の対応力を
高め、指導の精度が上が
っていくことが児童生徒
の安全な学校生活につな
がると考える。

新指導要領に対応する
ため研究を進めたり、
伝達講習会を活用し
て、共通理解を図る取
組を行っていく。
講師との調整も必要と
なるが、授業にパラス
ポーツを取り入れ、児
童生徒の社会参加の一
助となる取り組みとし
ていく。
自分を大切にすること
が他者を思いやる事に
つながることを理解さ
せるなどのわかりやす
い指導を行うことがで
きるかが課題となる。
また、自己有用感を高
めるため、人に応じた
役割の策定を行うこと
が課題と考える。
キャリアデザインは明確
に提示されていることを
踏まえ、学校としてのキ
ャリア教育の視点に立っ
た支援策を講じていける
ことが重要と考える。全
ての教員が共通の支援策
を獲得し、状況に応じた
支援が行える環境づくり
が急務である。
地域資源の開拓は今後
も継続し、継続的支援
と単発の支援を併用す
ることで、より活発に
なると考える。同世代
交流では、本校から職
員を派遣し、障害理解
を深め、個性の重要性
を理解させる場の設定
を行いたい。
通学途中に起きる災害
対応が急務と考える。
学校の管理下ではあり
えない様々な事象を検
討し、生徒自身が一つ
でも多く自分で判断で
きることを増やすこと
が急務と考える。ま
た、保護者の防災意識
を高めさせることが児
童生徒の安全につなが
ることを意識して取り
組んで行きたい。

・個に応じた情報共有
ができたか。また、専
門職や外部機関の活用
を行う事ができたか。
・活用した資源が、ど
のように児童生徒を成
長させたかを検証す
る。また、外部評価を
積極的に取り入れる。

・緊急時の対応を理解
し、災害時に中心とな
って活動できるスキル
を身につける事ができ
たか。

・平成 30･31 年度の人権
教育研究指定校でもあ
り､児童生徒の自己有用
感を高める取り組みを更
に進めていく。
・児童生徒のライフステ
ージを見通し、外部機関
との連携を進めていく必
要がある。
・キャリア教育の系統性
を図るため、学部を越え
た実践や情報の共有を引
き続き進める。
・社会自立を意識した取
り組みを行うため、教員
間の共通理解や意識向上
を更に進める。

卒業後の地域福祉サー
ビスとの関わりやアセ
スメント、キャリア教
育の継続に関する意見
が出され、今後も継続
するよう示唆された。
保護者アンケートでは
６割の保護者から理解
を得た。

・相互理解をより深める
ため、交流の目的を双方
の教員間で再確認する必
要がある。
・巡回相談を継続するこ
とで、校内支援体制の充
実につながり始めた。高
等学校の巡回相談を継続
的に実施できるようにし
ていく。
・日常的な情報共有を更
に意識的に進める。情報
共有のしやすい場の設定
を考えていく。

居住地交流やインク
ルーシブ教育の難し
さ、相互の交流が始ま
ってこそインクルーシ
ブ教育が発展するなど
の意見があった。保護
者評価では地域との関
わりの実態周知不足が
判明した。

・シェイクアウト行動は
浸透してきているが、非
常時に臨機応変な対応が
できるよう、今後も危機
感を持って訓練を行うこ
とが必要である。

訓 練 だ け で な く BCP
の先進校に見習った取
り組みなど、今後に役
立てるべきとの意見が
あった。子どもたちが
日頃元気にあいさつす
ることに評価をいただ
いた。保護者への周知
不足もあり、日頃の取
組について６割程度か
ら理解を得るにとどま
った。

