
 

 
  
                                                                                          

 視点 
４年間の目標 

（令和２年度策定） 
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 

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 

１ 
教育課程 

学習指導 

カリキュラムマネ

ジメントの視点に基

づいた系統性のある

教育課程を編成し、

指導の充実を図る 

①学習指導要

領の三つの柱

を意識して教

科の目標や学

習内容を組み

立て、授業改

善に取り組む 

 

②小中学部・

高等部での道

徳教育の実践

を行い、位置

づけや活動内

容と評価の系

統性等を整理

する 

①-ア 三つの柱に基づ
いて、年間指導計画に
目標を設定する。また
授業略案にも三つの柱
に基づく目標を設定す
るよう、書式の改善を
図る 
 
①-イ 年次研研究授業
を題材とした授業改善
に学年を核として取り
組み、学部全体で共有
する仕組みを作る 
 
② 年間指導計画の中
に道徳教育として扱う
内容を明確に位置付
け、教科等以外の指導
場面でも意識的に取り
組む。また指導略案を
共有するなど系統性に
ついて考えることがで
きるようにする 

①-ア すべての年間
指導計画に三つの柱
に基づいた目標設定
ができたか。授業略
案を改善し、三つの
柱に基づく目標を設
定できたか 
 
①-イ 授業改善に焦
点を絞った授業研究
を実施できたか、ま
た、それらを学部で
共有できたか 
 
② 道徳としての位置
づけを意識した授業
実践が行えたか。ま
た道徳教育の指導略
案を共有することが
できたか。系統性の
ある指導内容を立て
ることができたか 

①－ア 教員向けのアンケートや書式の活用は難し

かった。略案に感染予防対策を記入する必要がある

など、作成の負担が増していることもあり、略案改

善の取り組みは次年度に引き継ぐこととした 

・中学部では三つの柱を意識した授業計画や授業改

善シート作成までは至らなかったが、観察シートを

利用した学部内で授業改善や生徒の実態把握、手立

ての工夫などを教員間で共有し深めることができた 

 

①－イ 各学部で指導内容表、単元計画表を作成

し、取り組みを可視化したうえで授業実践と振り返

りを行うことができた 

 

② 中学部では昨年度から個別教育計画への記載が

始まり、定着してきた。高等部は各学年社会生活や

学級授業を中心に、ねらいを明確にして取組んだ。

人権教育の視点で「さん付け呼称」や、自他理解を

深める学習などに取り組んだ。また他者の立場に立

って考える学習として、高齢者福祉施設へのプレゼ

ントの企画や物品を借用しての高齢者体験・妊婦体

験などの実践を行った 

①－ア 来年度に予定している、公開

授業研究会当日の授業略案として提示

できるようにする 

・来年度も学部内交流を継続してい

く。また、授業反省においては、その

日のうちに振り返りを行うことができ

るように徹底する。3つの柱を意識した

授業改善に取り組む 

 

①－イ 単元計画を立てるにあたっ

て、評価の規準を明確化させることが

課題である。次年度は書式の検討も含

め、評価についても意識して取り組む 

 

② 今年度の社会生活や学級の時間で

の取組について学部として取り扱う内

容や系統性を含め整理していく 

学校評価部会（３月書面開催） 

・書面だけでの意見は難しい。新型コロナウィルス感染防

止のため授業観察等の機会がなかったことは残念である 

・清掃活動については、将来につながる職業教育的な側面

もあり、衛生教育の面でも重要である。自主的な取組では

効果が少ない。作業方法や道具の使用など教科として扱え

ない面もあると思うが、なるべく日頃から効果的に取り組

めると良い 

保護者アンケートより 

〇授業改善について 

とても良く取り組めている29.5％ 

良く取り組めている46.7％ 

〇「特別の教科道徳」や政治参加教育について 

とても良く取り組めている13.4％ 

良く取り組めている44.3％ 

記述意見 

・授業参観の機会が少なく判断が難しい 

・授業参観の代替実施した学習発表会作品展示

がとても良かった 

①－ア 学習指導要領の三

つの柱を意識した授業改善

を進め、ある程度の成果は

あったが、未だ授業略案の

改善等の課題が残った 

 

①－イ 各学部で指導内容

表、単元計画表の作成を進

めることができた 

 

② 道徳教育の位置づけを

明確にすることが出来てき

ている。人権教育の視点で

様々な体験学習を実践する

ことができた 

①－ア 年間指導計画すべてに

三つの柱に基づいた目標設定を

行い、授業においても三つの柱

に基づいた目標を設定し、授業

略案に記載できるように改善を

図る 

 

①－イ 単元計画をたてるにあ

たり、評価の規準を明確化させ

る。学部全体で共有し、授業改

善に生かす 

 

②学部学年における系統性のあ

る授業内容を整理し、授業計画

を作成する 

・授業参観の機会を設け、保護

者や学校関係者からの意見を受

け、授業改善や手立ての工夫等

に生かす。今年度実施した作品

展示と同様に工夫を行い、学習

した内容について提示していく 

２ 

児童・生

徒指導・

支援 

児童・生徒一人ひ

とりが、自分やお互

いを尊重し、高めあ

う力を育むための支

援・指導を組織的に

行う 

児童・生徒一人ひ

とりが「自己

肯定感」を育

み、互いの人

権を尊重しあ

えるようなコ

ミュニケーシ

ョン指導の充

実を図る 

ア 人との関わり方や
心と体の学習、社会生
活におけるマナー学習
などについて体験的に
学習を積み重ねる授業
づくりをする 
 
イ 教育相談担当と担
任との日常的な相談や
情報共有をより充実さ
せるために、相談の手
続きや記録の情報共有
の仕方を工夫する 

ア体験的な学習を設
定できたか。互いを
尊重しあえるコミュ
ニケーションの力を
身に着けさせる指導
に取り組めたか 
 
イ 相談機能を向上さ
せ、児童・生徒のコ
ミュニケーション指
導や支援の充実につ
なげることができた
か 

ア 高等部では各学年の実態に応じ、生徒が具体的

に体験しながら学ぶ授業を設定できた。学級やグル

ープ学習で、日常生活で起こりうるトラブル（遅

刻、友人関係など）を想定した対応方法のロールプ

レイングを通し、円滑なコミュニケーションについ

て学んだ。特に、コミュニケーションスキルの学習

を深め、挨拶や言葉遣いなど会話のマナーについて

実践的に取り組んだ。お互いにやり取りをした様子

をビデオで振り返ることで、より望ましいコミュニ

ケーションについて学ぶことができた 

 

イ 相談シートの様式や項目を工夫することで、事

前の情報が整理されやすくなり、教育相談担当と担

任の相談を充実させることが出来た。教育相談記録

の閲覧方法については、検討を始めた 

ア 引き続きロールプレイやペアワー

ク等体験的な学習への取り組みを進め

る。生徒それぞれの実態に応じた望ま

しいやり取りの形とともに、社会人と

してのコミュニケーションスキル身に

着けられるよう意識した指導に取り組

む 

 

イ 短い時間で効果的に情報共有でき

る仕組み及び、教育相談の記録閲覧方

法については、次年度も引き続き検討

していく 

学校評価部会（３月書面開催） 

・ロールプレイ等を通じた学習は障害児者にと

ってはとても有効であると思う 

・どのような課題を抱えているかという実態を

共有するためには、子どもたちの特性を理解す

る必要がある。障害についても理解し、偏見の

ない理解者になるためにも勉強会などを開催す

ると良い 

保護者アンケートより 

〇児童・生徒への丁寧な関わりについて 

とても良く取り組めている44.1％ 

良く取り組めている37.8％ 

記述意見 

・児童・生徒の特性を理解し、子ども同士や教

職員との関わりに工夫が見られる 

・児童・生徒に合った合理的配慮をお願いした

い 

ア 具体的に体験しながら

学ぶことやロールプレイン

グを通して、実践的な授業

づくりに取り組んだ 

 

イ 相談シートの様式改善

を図ることで、教育相談担

当と担任の日常的な相談や

情報共有の充実を図ること

ができた 

ア 自己肯定感を育み、お互い

を尊重しあえるようにコミュニ

ケーション指導の充実をさらに

図っていく 

 

イ 今後さらに相談を効果的に

行うための情報共有の工夫等に

取り組んでいく 

・合理的配慮等の理解に向けて

研修会等を実施し、教職員のス

キルアップを図る 

３ 
進路指導・

支援 

児童・生徒一人ひ

とりが、卒業後に地

域社会の一員として

自分らしく参加でき

るよう、主体的な活

動を促す支援・指導

を行う 

①児童・生徒のニ

ーズや適性を把握

するためのツール

を整備する 

 

②地域資源の活用

と開発を意識した

計画と実践を行う 

① 児童・生徒の実態やニー

ズに合わせたアセスメント

を行い、結果の分析や指導

への活かし方を検討する 

 

②-ア コミュニティ・スク

ールにおける地域との連携

や職業の授業や外部講師に

よる授業、交流などの場面

で積極的に社会と関わる取

り組みを行う 

 

②-イ 相模原地区進路支援

連携協議会の幹事校とし

て、近隣の特別支援学校と

の効果的な情報交換や協働

について工夫する 

① アセスメントの結果を

日常の指導に活かすため

の検討を行うことができ

たか 

 

②-ア 生徒の社会への積

極的主体的な関わりにつ

ながる授業が行えたか 

 

②-イ 近隣の特別支援学

校と地域の情報を共有

し、連携することができ

たか 

① 小中学部ではアセスメントの結果をもとに実態把握し、特

に小学部では児童の発達段階に応じた小グループでの学習を行

えた。高等部では学部内で学校アセスメントを実施し、結果と

評価について教員間で共有した。また個別教育計画に反映さ

せ、授業計画においても活かすことができた。分教室ではアセ

スメントの結果に基づき、教育相談担当と連携し、具体的支援

の方法について学部会で共有した 

 

②－ア コミュニティ・スクールでの協議を通して、関係機関

との関係を深めることできたが、社会情勢より、関係機関との

連携を広げるまでは至らなかった 

 

②－イ 幹事校として、メールや電話を利用した意見交換やそ

のとりまとめを行った。特に社会情勢を鑑み、近隣の特別支援

学校と現場実習の対応等の情報を共有することができた 

① 引き続き、各学部のアセスメントの研修を

積み、日々 の学習指導等に生かしていく。また

検証において、教育相談担当、外部の専門機関

による助言を得られるようにし、支援の手立て

等方策を深められるようにする必要がある 

 

②－ア 社会情勢により、取組み内容の検討が

進まない状況にあるが、コミュニティ・スクー

ル（切れ目のない支援部会）と連携しながら取

り組んでいく 

 

②－イ 次年度も継続し、今年度行った連携方

法を参考にしながら、社会情勢を考慮した情報

交換や開催方法を工夫し、関係機関や近隣の特

別支援学校と連携を図る 

学校評価部会（３月書面開催） 

・子どもたちの励みになり、楽しめる地域行事に参加でき

る機会があると良い。交流を通して、子どもたちが社会参

加できる場が増えると良い 

・積極的に児童・生徒本人に見学や体験が出来るような関

わりを引き続きお願いしたい。相談支援が関わるようにな

り、相談担当と学校の進路担当の意見が合わない、という

事のないように、学校主体で混乱のないように取り組みと

したい。そのような点では相談支援事業所との連携も重要

となってくる 

保護者アンケートより 

〇児童・生徒に寄り添った進路指導支援について 

とても良く取り組めている32％ 

良く取り組めているが43.7％ 

記述意見 

・実習や見学の機会が減ってしまっていることが心配であ

る 

① 児童・生徒のニーズや適性

を把握するツールとして各学部

がアセスメントを実施し、結果

を生かしてグループ学習を行う

など授業計画への活用を進めた 

 

②－ア コミュニティ・スクー

ルの取組を通して、関係機関や

麻溝公民館との連携を深めるこ

とができた。ハザードマップ作

り等社会に関わる学習に取り組

めた 

 

②－イ 近隣特別支援学校との

情報共有、協働について、社会

情勢を意識しながら進めること

ができた 

① さらにアセスメントの研修を進める

ことで、児童・生徒のニーズを的確につ

かみ、指導への活用を充実させていく 

実習や見学については、工夫をして機会

を補償していく 

 

②－ア 社会情勢により地域との連携が

難しいが、コミュニティ・スクールの取

組を通し、学校運営協議会委員の協力を

得ながら社会への積極的な関わりを広げ

ていく 

 

②－イ 今後も今年度培った情報共有、

協働の方法を継続しながら連携を深め

る。相談支援事業所等の関係機関との連

携も深めていく 

令和２年度学校評価（実施結果） 
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 視点 
４年間の目標 

（令和２年度策定） 
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 

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 

４ 
地域等との

協働 

共生社会の実現に

向け、地域のセンタ

ー的機能の充実を図

るとともに、地域等

と連携協働した活動

の充実を図る 

①コミュニティ・

スクールの取り組

みを円滑にスター

トさせ、地域・関

係機関などとの連

携・協働の基盤を

作る 

 

②地域との交流や

共同学習等を通し

て、相互理解を推

進する 

①-ア コミュニティ・スク

ールの視点で、公民館等と

の連携を進める。各学部・

グループの具体的な取り組

み、計画や活動内容の共有

に努める 

①-イ 校内外にコミュニテ

ィ・スクールについての情

報発信を行うことで、地域

の理解促進や教職員の意識

向上を図る 

 

②-ア 近隣の学校との交

流・共同学習を通して、人

との関わりの中でお互いを

理解し、それぞれが主体的

に取り組める実践を行う 

②-イ 地域センター推進協

議会ブロック代表校とし

て、近隣の特別支援学校と

のよりよい協働や情報共有

を行う 

①-ア コミュニティ・ス

クールの取り組みとして

公民館等との連携を進

め、各学部・グループの

活動を共有することがで

きたか 

①-イ 情報発信を行い、

コミュニティ・スクール

への理解を促進し、協働

の基盤を作ることができ

たか 

 

②-ア 共に学びあえるよ

うな実践を行い、生徒に

社会や地域と関わりなが

ら生きることへの意識を

持たせることができたか 

 

②-イ 近隣の特別支援学

校と協働し、地域のセン

ター的機能を充実させる

ことで、相互理解を促進

することができたか 

①－ア 新たな組織体の中で班としてできることを模索した

が、社会情勢によりコミュニティ・スクールの具体的な内容の

検討が進まず取り組むことができなかった 

 

①－イ 感染拡大防止のための臨時休業等の対応により、コミ

ュニティ・スクールの取り組みを計画通り進めることができな

かった。コミュニティ・スクールに関しての情報発信は十分に

行えていないが、ホームページの整備等の基盤づくりは進んで

おり、今後情報発信をしていく予定である 

 

②－ア 感染症防止の観点から近隣の学校との交流・共同学習

は実施することが出来なかった。中学部においては近隣中学校

との交流学習をオンラインで行い、お互いの発表の披露や画面

上で共同作品を完成させる取り組みを行った 

 

②－イ ブロック代表校として、県と本ブロックの特別支援学

校との橋渡しに努め、綿密な情報共有を行う事が出来た。結果

として書面による会議が多く、情報共有は丁寧に行えたが、協

議は十分に行えなかった 

①－ア コミュニティ・スクール（切れ目ない

支援部会）の枠組みの中で、関係機関と連携し

ながら充実した取り組みとなるよう検討を進め

ていく 

 

①－イ コミュニティ・スクールへの理解を促

進し、協働の基盤となるような情報発信につい

て今後検討を行い、次年度に向けて整備をおこ

なっていく 

 

②－ア 感染症防止の観点により通常通りの交

流・共同学習を行っていくことが難しい状況を

踏まえ、オンラインなど新しい形式での交流・

共同学習を模索し、共に学びあえるような実践

を進めていきたい 

 

②－イ 今後も近隣の特別支援学校との協働を

進め、地域のセンター的機能の充実、相互理解

の促進を図っていきたい。そのために今年度培

ったノウハウを次年度代表校に引継ぎ、生かし

ていく 

学校評価部会（３月書面開催） 

・公民館との関わりは、年ごとに積み重ねていくと良い。

学校ではできないことを中心に子どものしたいことを叶え

る場となっていったら良い。少しずつ進めていけると良い 

・特別支援学校の通学は広範囲のため「地域」と「保護

者」を結びつけることに課題がある。子どもたちは学校で

過ごす時間も長く、「地域」と「学校」のつながりを深め

たい。学校行事等、地域の方との交流の機会が増えると良

いと考える 

・切れ目ない支援部会での検討事項を踏まえて取り組む

が、当面は可能なことを一つずつ実施していきたい。また

地域との交流や情報発信を通じて、特別支援学校や子ども

たちへの理解を深め、親しみを持ってもらう取組の充実も

検討したい 

保護者アンケートより 

〇地域との協働や交流について 

とても良く取り組めている14.6％ 

良く取り組めているが49％ 

〇学校間交流、居住地交流について 

とても良く取り組めている14.1％ 

良く取り組めているが51.5％ 

記述意見 

取組には賛同するが、情報が少なく判断が難しい 

①－ア コミュニティ・スクー

ルの取組が計画通り進められな

かったこともあり、学部・グル

ープの具体的な取組の検討まで

至らなかった 

 

①－イ 切れ目ない支援部会等

を通して、基盤づくりを進める

ことが出来たが、地域の理解促

進、教職員の意識向上まで至っ

ていない 

 

②－ア 社会情勢により通常の

交流・共同学習の代わりに、オ

ンラインでの交流学習等新たな

取組ができた 

 

②－イ 地域センター推進協議

会ブロック代表校として、近隣

の特別支援学校との情報共有を

丁寧に行ったが、社会情勢によ

り協議を十分に行えなかった 

①－ア 今年度コミュニティ・スクール

の取組に向けて話し合われたことを生か

し、次年度学部・グループの具体的な取

組の検討へ進めていく 

 

①－イ 今後コミュニティ・スクールに

ついての情報共有を図り、地域の理解促

進を進めていく。 

学校の情報発信を積極的に行い、地域に

おける学校や障害についての理解を深め

る 

 

②－ア オンライン等を活用した新しい

形式での交流・共同学習を進め、相互理

解を推進していく 

 

②－イ 今後も引き続き、近隣の特別支

援学校との情報共有、協働を積極的に進

める 

５ 
学校管理 

学校運営 

同僚性と専門性の高

い人材を育成しつ

つ、安心安全で、機

能性柔軟性のある学

校組織づくりを行う 

 

①地域との連携や

地域資源の活用を

意識した、教育環

境の整備を推進す

る 

 

②「見える化」の

促進や同僚性の意

識化を図り、風通

しのよい職場づく

りを推進し、事故

不祥事防止に努め

る 

①-ア 児童・生徒が安心安

全な学校生活を送れるよう

にする視点において、掲示

物の整備等校内環境を整え

る 

 

①-イ 地域と連携し、地域

の方々 と共に防災訓練を行

う事や地域の設備を活用し

た取り組みを進める 

 

②-ア 会計マニュアル等各

種マニュアルに準じた手続

き及び処理を実践し、必要

に応じて改善を図る。また

事故防止の視点を持って、

一人ひとりが取り組むこと

ができるように、同僚性を

発揮できる仕組みを作る 

 

②-イ ポータルサイトの活

用を進め、教職員一人ひと

りが情報共有を的確にでき

るようなシステムづくりに

取り組む 

①-ア 児童・生徒が安心

安全な学校生活を送るこ

とを視点として掲示物の

整備等校内環境を整える

ことができたか 

 

①-イ 地域の方々 と共に

防災訓練等の取り組みを

協働で進めることができ

たか。また地域の資源を

活用した取り組みを進め

ることができたか 

 

②-ア 事故防止に対し

て、常に当事者意識をも

って未然防止に努め、事

故・不祥事ゼロを実現で

きたか 

 

②-イ ポータルサイトを

活用することができたか 

①－ア 日常の安全点検を通し環境整備を行い、特に仮設校舎

では過ごしやすい環境を作ることができた 

・清掃については、点検チェック表を提示することで、ポイン

トを抑えた清掃を行うことができた。校内ＷＥＢで呼びかけは

できていなかった 

・今年度は、感染症予防や手洗いの促しを周知できた。ただ、

クラスや学部学年によって差があり、校内ＷＥＢや講習会での

周知も不十分であった 

・不審者対応訓練は、小学部と高等部を対象とし、各学部の実

態に即した訓練を実施することができた。不審者が侵入した際

の安全確保の方法を検討できた 

・緊急捜索訓練では、反省を基に緊急捜索マニュアルを改訂

し、全職員に周知することができた 

・学期ごとに学校生活アンケートを行い、いじめや学校生活の

状況、課題等を把握し、迅速に対応できた 

・子どもの権利条約の研修を行い、人権尊重の大切さを確認で

きた。また、いじめについてそれぞれの立場を理解し、効果的

な指導・支援を共有できた 

①－イ 感染症拡大防止の観点から、今年度の実施は難しかっ

た。第1回避難訓練では、地域の方１名に見学していただいた 

 

②－ア 会計説明会や必要に応じて説明し、会計係の疑問の早

期解決につながった。班会時のダブルチェックは機能しており

適切な会計処理への意識も高まった 

・スクールバス緊急時対応マニュアル（主に介助員の対応）の

変更、それに伴いスクールバス内の配慮事項についての文書を

作成した。マニュアルは班会で内容を見直し、コロナ対応等に

ついても追記を行った 

・高等部から段階的に職員の喫食を始め、各学部で円滑な給食

指導ができるよう班員を中心に丁寧なシミュレーションを行っ

た 

②－イ 朝の打合せ等において連絡事項を書き込む習慣が身に

付き、また学部会の議題や研修会のアンケート集約、不祥事ゼ

ロプログラム啓発資料の提示、物品管理等様々 な活用を行うこ

とができた。ICT情報・研修のページを新たに設け、G Suite活

用及びセキュリティーの関する情報を発信できるように整備を

行うなどポータルサイト自体の改善を図った 

①－ア 清掃用具の整備は今後の課題である。

数年かけて整備していきたい 

・校内ＷＥＢで呼びかけ、教職員が意識して衛

生保持に努めることを徹底する 

・来年度は、校内ＷＥＢや研修会等で周知を徹

底し、教職員の意識向上に努める 

・職員の参加率とシミュレーションについて改

善することができた。今年度未実施の学部の参

加方法には課題があった。反省アンケートの提

出の徹底、動画閲覧の確認などの対策をしたい 

・次年度は全職員に捜索範囲を周知し、誰もが

捜索できるようにする必要がある 

・今後も継続してアンケート結果を受けて、迅

速かつ的確に対応する。実施後はすぐに内容の

確認を担任・生活指導班員で行う。いじめ防止

研修は、引き続き設定する。生徒に対するいじ

め防止教育についても、効果的な方法を検討す

る 

①－イ 今後は感染症対策に配慮しながら、情

報交換や近隣の学校との連携を進める。次年度

も可能な限り、地域へ避難訓練や防災教育への

見学・参加を促す 

 

②－ア 会計処理の事故防止を未然に防ぐため

に日常的な説明や意見交換は今後も継続する。

班会でのダブルチェック体制を継続し定着を図

る。併せてマニュアルの活用を働きかける 

・スクールバスマニュアルの内容を精選する。

感染症対応など、必要な内容を随時追加してい

く 

・コロナ感染症対策は今後も継続。状況に応じ

て随時マニュアルの見直しを行う 

②－イ コロナウィルス感染症対策等今後ポー

タルサイトで確認を行うことを習慣づけ、業務

改善を図っていきたい。またポータルサイトの

Teamsへの移行に向けて、準備を滞りなく進め

ていきたい 

学校評価部会（３月書面開催） 

・防災訓練等への地域住民の参加では、相互理解のための

意見交換の場を設けたい。最終的には、地域の防災対策の

中に「特別支援学校への支援」を含める形になることが望

ましい 

保護者アンケートより 

〇防災・減災教育について 

とても良く取り組めている34.6％ 

良く取り組めている48.6％ 

記述意見 

・家で防災について話す機会を持つことが出来た 

・どのような訓練を行っているのかわからない 

・コロナに対する対応をしっかり行った 

・学校の様子をホームページや学年通信、動画、ＺＯＯＭ

等のネットワークを通じて伝えてほしい 

①－ア 新型コロナウィルス感

染症対策の観点から手洗いの励

行等安心安全な学校生活を送る

ための環境整備を進めることが

できた 

 

①－イ 社会情勢により地域の

方々 と共に防災訓練を行う事は

出来なかった 

 

②－ア 会計マニュアル、スク

ールバスマニュアル等の改善を

図った。コロナウィルス感染症

対策のための見直し行い、スク

ールバス内の配慮や給食指導を

丁寧に行う事が出来るように取

り組んだ 

 

②－イ ポータルサイトを活用

することで、情報共有をスムー

ズに行う事が出来るようになっ

てきている。今後システムの変

更が行われることに研修等で対

応していく 

①－ア 今後も児童・生徒が安心安全に

学校生活を送ることを視点てして校内環

境整備を進めていく 

 

①－イ コミュニティ・スクールの取組

を通して、地域との協働を進めていく 

 

②－ア 今後も事故防止の視点を持ち、

教職員一人ひとりが当事者意識を持ち、

職務に取り組むことが出来るように整備

を進める 

 

②－イ 次年度以降も更にポータルサイ

トの活用を進め、情報共有を各自が的確

に行うようにシステム作りに取り組む 
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