
平成29年2月20日

学校評価委員会

児童生徒の自立と社会参加を目指し、一人一人の力を伸ばして、主体性をもって豊かに生きる人間を育てる。

＜学部目標＞ 訪問学級：生きる力を育てる。
小学部：教師や友達と一緒に生活する楽しさを感じ取り、自分から進んでものごとに取り組む力を育てる。
中学部：主体的に生活する力を育てる。
高等部：豊かに生活できる力を付ける。

目指す学校像（ビジョン）

領域 NO 短期経営目標 具 体 的 方 策 成果指標 中間評価 最終評価

1

　自立と社会参加を目指し、児童生徒が
「わかる」「できる」「かかわりあう」
を大切にした日常生活における指導の授
業づくりを行う。

【研究部】
・理論的な研修をして全体研修会を２回以上行う。
・学部研修会を６回以上行い、環境づくりに視点を当てた授業づくりの実践交流を
行う。
・縦割りの研修会を１回以上行い、学部を越えた実践の交流を行う。

・具体的方策の実施回
数
・教職員アンケート

・本校教育相談主任の北村教諭と、兵庫教育大学の井
澤教授を講師として、理論を中心とする研修会を行っ
た。
・３～４回の学部研修会を行い、実践交流などを行っ
た。
・縦割りの研修会は、ポスターセッション形式で後期
に３回行う予定である。

・本校教育相談主任の北村教諭、兵庫教育大学の井澤
教授を講師として、理論を中心とする研修会を４回
行った。
・６～８回の学部研修会や、３回の縦割り研修（ポス
ターセッション）を行い、日常生活における指導の授
業づくりについて、実践交流などを行った。
・アンケートによると、９割以上の教師が、『わか
る』『できる』を大切にした日常生活における指導の
授業づくりに取り組むことができた。

2

　本校のカリキュラム構築を目指
し、学習指導の体系化・系統化を年
次計画で行っていく。

【教務部】
＜１年次＞年間、単元指導計画の編集を行い、各教科等の学習内容の現状や課題を
検証する。
＜２年次＞年間、単元指導計画の体系化に向け、教科ごとに学習内容の系統化作業
を行う。
＜３年次＞系統・系列化された年間・単元指導計画を各学部で実施運用し、教科ご
と学習内容の課題修正を行いながら体系化を目指す。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

　年間指導計画・単元指導計画をもとに遊びの指導・
生活単元学習・国語の学習内容について現状把握を
行った。今後は他教科・領域を含めて、各学部で課題
を整理していく。

  年間指導計画や単元指導計画、教職員へのアンケー
トをもとに各教科や各教科等を合わせた指導の年間目
標、学習内容を学年ごとに整理し、並べてみること
で、学部内でも目標や学習内容の系統性に課題がある
ことが明らかとなった。来年度は、各学部内で学習指
導要領を踏まえながら、各教科・各教科等を合わせた
指導の年間目標や学習内容を明確にしていく。

3

　児童生徒の健康の促進と望ましい
生活習慣(歯磨き)の確立を図る。

【保健指導部】
　「歯と口の健康づくり」の３年間の取組を経て、その成果と課題を踏まえた取組
を継続し、歯科保健の状況（むし歯・未処置数等）を２７年度よりも改善する。

・歯科検診データ
・保護者アンケート

・虫歯の罹患者率と未処置者率は27年度と変わりはな
かった。しかし、歯垢、歯肉の状態では要相談、要治
療の割合が特に中学部、高等部で増えていた。
・歯科保健の向上に向けて、校内での取組を全体的に
見直す必要がある。

・虫歯の罹患者率と未処置者率は27年度と変わりはな
かった。歯垢、歯肉の状態では、要相談、要治療の割
合が増えていた。
・未受診者への治療勧告書の再配布、学校歯科医によ
る歯磨き指導、学校長による表彰状の贈呈等の取組を
行った。歯科保健の向上に向けて、取組内容を更に吟
味する必要がある。

4

　卒業後の豊かな生活を目指し、個
別のニーズに応じた進路指導を行
う。

【進路指導部】
・生徒に適した進路学習や職場実習などを実施して、卒業後の生活を考える学習を
設定する。
・高等部第３学年生徒のニーズに応じた進路先を１００％決定する。

・具体的方策の達成割
合
・保護者アンケート

　保護者、生徒と学級担任が連絡を密にするとともに
教員間での連絡を密にしていくよう心がけている。

　保護者アンケートでは肯定的な回答をもらってい
る。ほぼ全員の進路が決まったが、未定の生徒に対す
る支援体制の構築が必要である。進路の進め方などへ
の理解が得られるよう、保護者との丁寧な話し合いが
今後も必要である。

5

　ＩＣＴの活用を推進し、教材や指導法
等の専門的知識を共有し、情報端末を児
童生徒が日常的に使用していけるよう基
盤を整えていく。

【情報教育部】
・情報教育だよりを年３回発行し、授業で使用している実践例などを取り上げる。
・夏季、冬季休業中に教職員が互いに相談できるような実践的な研修会を企画す
る。

・教職員アンケート

・情報教育部だよりを１学期に発行し、iPadの実践を
掲載した。
・夏季研修会を２回行った。教職員が直接相談できる
機会をもっと増やし、授業へ生かしていけるように冬
季の研修を考えたい。

・情教育部だよりを発行し、インターネットの使用方
法の変更など詳しく示すことができた。
・冬季研修会でワードの画像編集と、iPadの基礎や実
践例などを行った。実践例を通した研修を行ったこと
で、より身近に感じてもらえた。

【小学部】
・夏季休業中までに、KIDS等の標準検査を実施し、日々の指導に生かす。
・学年、学級で一人一回以上、ケース会議を行い、教材教具の開発や個別の指導計
画の作成等に反映させる。 ・教職員アンケート

・夏季休業中にＫＩＤＳを実施し、実態を把握した。
・検査結果をもとに、各学級でケース会議等の話し合
いを行い、個のニーズに応じた教材教具の開発や個別
の指導計画の作成を行い、授業に生かしていくことが
できた。

・２学期以降もＫＩＤＳの内容を振り返り、児童の強
みを生かした支援を考えながら、個別の指導計画を作
成していくことができた。
・日々学級で振り返りを行い、授業改善に努めてい
る。また、教材教具の工夫改善を行い、個に応じた指
導を実践していくことで、児童の発達・成長につなげ
ていくことができた。

【中学部】
・障害特性等の理解についてのケーススタディを２事例以上行う。
・教科別実践交流を２回以上行う。
・学部内で授業を公開し、授業実践交流を行う。

・教職員アンケート

・障害特性の理解については学年会で情報交換を行っ
た。３学期の学部会でケーススタディを行う予定であ
る。
・作業学習についての実践交流を学部会で２回行っ
た。他教科については１１月に行う予定である。
・授業公開については学部全体で３０％実施した。

・３事例のケーススタディを学部会で行い、関係機関
との連携や指導方法の習得に努めた。
・実践交流については音楽、美術、保健体育、自立活
動は１回、作業学習は４回行った。授業公開は７７％
の学級が、他学級への授業見学は７０％の教員が実施
した。授業の質的改善に向けて学部全体で取り組ん
だ。
・他の教科についても系統的な学習指導についての研
修を深める必要がある。

【高等部】
・生徒の障害特性等の理解を深め、指導力向上を図るため、学部会や学年会で情報
交換を行う。
・学年内で授業を公開し、一人1回以上参観を実施して、授業実践交流を行う。

・教職員アンケート

　生徒理解を深めるために、各学年ごとに類型会、学
年会の中で情報交換を行っている。また、全教職員に
生徒の情報共有を図った方が良い場合は、職員会議の
中で報告を行った。

・生徒理解を深め、情報の共有を図るために学年会、
類型会の中で情報交換を行い共通認識をもつことがで
き生徒指導に大いに役立てることができた。
・学年内での授業公開及び参観については具体的な方
法を検討し来年度実施していきたい。

7

　教育環境整備の充実と備品管理の徹底
を図る。

【事務部】
・学期ごとに全教職員で備品点検を行い、備品に対しての管理意識を高める。
・廃棄済み備品の処分を年３回計画的に行う。
【各学部・領域】
・各教材庫、倉庫等備品保管場所の整理・整頓を行う。

・教職員アンケート

・１学期末の備品点検を実施し、全点検場所から報告
書の提出があった。現在不明物品との照合を行ってい
る。
・廃棄済みの備品について、第２回大型ごみの収集で
処分を依頼した。

・場所別及び領域別の視点で備品点検を実施し、備品
台帳の整理や備品シールの整備を行った。点検方法に
ついては、改善していく必要がある。
・廃棄済みの備品について大型ごみでの処分を行っ
た。
・各教材庫及び倉庫の備品貸出簿について調査し、再
整備を行った。

8

　校舎内外の美化に努め教育環境を整え
る。

【生徒指導部】
・年に２回の学校周辺清掃と毎学期末に大掃除を行う(特別教室２回、教室１回)。
・児童生徒の作品や案内板などの展示掲示計画を立て、積極的な活用を促す。 ・教職員アンケート

・保護者アンケート

　特別教室の大掃除を７月に１回目を行い、備品の整
理や配置の確認などを行った。２回目は１２月に予定
している。学校周辺清掃は５月に１回目を小中学部が
行い、２回目を９月に高等部が行い、熱心にゴミ拾い
を行った。

　今年も大掃除と備品点検とが別な日になったが担当
の問題もあってなかなか同時に行うのは困難であっ
た。学校周辺清掃を２回に増やして、小・中学部と高
等部が１回ずつ行い、どちらも積極的に行っていただ
き定着してきた。

9

　読書意欲が高まるような児童生徒用図
書の充実を図る。

【総務部】
・児童生徒が利用しやすいよう、図書コーナーの整理・整頓を行う。
・図書利用の活性化を図る活動を計画・実施する。

・教職員アンケート

　夏休み中に中央図書館の方に来ていただき、図書の
絵本コーナーの分類、整備を行った。

　絵本コーナーは、分類シールを貼ることで、収納場
所が分かりやすくなり、児童・生徒で本を片付けるこ
とができるようになった。また、修繕不可能な本を廃
棄した事で、本棚のスペースが空き、新しい本を入れ
ていくことができた。

【小学部】
・物理的支援環境及び人的支援環境の整備を行い、児童が主体的に学習に取り組め
るようにする。
・実践交流（授業観察及び協議）を含めた支援環境の整備に関する研修を計画的に
行う。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・学年、学部で実践交流の場を設け、児童の主体性を
引き出すために、授業づくりシートを活用し、物理的
支援環境や人的支援環境の検討を行っている。
・学部会や学部研で学級の取組を発表するなど、日常
生活の指導について定期的に研修し、学級の指導に生
かすようにしている。

・授業づくりシートを活用し、日々の実践に取り組ん
だ。環境づくりの四つの視点を踏まえながら、授業づ
くりを進めたことで、支援環境が着実に整備され、児
童が主体的に学習する場面が増加してきた。
・学部を越え、ポスターセッションなどお互いの実践
を交流する機会を設けたことで、課題の共有化を図る
ことができた。

【中学部】
・物理的、人的支援環境の整備を行うことで、主体的な活動ができているか担任間
や学年会等でフィードバックを行う。
・学部会で教室の構造化と教材教具についての実践交流を行う。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・学部会で構造化についての研修「教室巡り・実践交
流」を1回行った。意見交流を行った後、各学級への
取組にフィードバックさせている。
・学年会で教材教具の実践交流を行った。

・学部会での教室や教材を公開し、交流を行い、授業
に生かすことで構造化の質的向上を図った。
・各学級とも物理的、人的支援環境の整備を積極的に
行っているが、その環境のもと生徒が主体的に活動で
きているかどうかの検証が必要である。

【高等部】
・生徒の実態に応じた物理的な構造化や視覚支援ツールを活用した教室づくりを行
い、生徒が主体的に活動できる環境を整備する。
・構造化や視覚支援ツールに関する交流や研修を学年会、学部会で２回以上行う。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

　生徒が主体的に活動できる教室環境づくりに向け、
視覚支援や構造化を活用し各学級ごとに取り組んでい
る。取り組みの内容については、学年会で報告し情報
の共有を行っている。

　生徒の主体的な活動を引き出すよう考慮した教室環
境整備や視覚支援を行うことで生徒が様々な活動に積
極的に取り組む場面が見られた。教室の構造化や視覚
支援ツールに関する情報交換を各学年内で行った。

11

　地域に対する教員支援の具体的取組を
構築し、その充実を図る。

【地域支援部】
　夏季休業中に地域の教員を対象にした研修を部内で企画し、受講者の８割以上か
ら参考になったという評価を得る。 ・受講者アンケート

　夏季休業中に地域の教員を対象にしたアセスメント
検査についての研修会を２回実施することができた。
２回ともに定員を満たす受講者数となり、事後アン
ケートでは、受講者全員から研修が参考になったとの
評価をいただいた。

 地域の教員支援の具体的取組として計画した心理検
査の実施方法と見取りについての外部向け研修は、参
加受講者の全員から研修が参考になったとの評価を
得、次年度の研修に期待する声も聞かれるようになっ
た。本研修の存在が地域の教員の間に確実に広まって
きたと捉えている。
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　全国総合文化祭において、高等部生徒
が学習の成果を発表し、自信と自己肯定
感が感じられるような取組を行う。

【全総文】
・担当者会を組織し、展示・発表と授業がタイアップできるように取り組む。
・広報活動を進め、月に１回程度ちらし等を配付し、参加者と鑑賞者の増加を目指
す。 ・教職員アンケート

・保護者アンケート

・ステージ発表、製品販売、展示発表の担当社会を５
月までに組織し、音楽、作業学習、美術の授業を中心
に取り組むことができた。
・毎月１回、ちらし等を全児童生徒と教職員に配布
し、宣伝を行ったり、校内に大型のポスターを１０枚
弱掲示したりした。当日の来場者は昨年よりも増加し
た。

・担当者会は全国総合文化祭後に解散した。その反省
と課題を本校の文化祭などの発表・展示・販売で生か
せるような組織作りが大切だ。
・発表・展示・販売などの学習成果を披露するにふさ
わしい場所と広報活動が大切。そのことが生徒の自己
肯定感を育てることにつながる。

13

　「地域に開かれた学校づくり」を目指
し、学習の充実を図る。

【学部】
・校外での作品展等に積極的に応募する(小学部)。
・学校周辺の地域資源を活用した授業を各学年１回以上行う(中学部)。
・校外販売、地域清掃、校外学習、人材活用等生徒の実態に応じて地域の良さを生
かした学習活動を設定する(高等部)。

・教職員アンケート

＜小学部＞
・アステールプラザの作品展に向け準備を進めてい
る。
・歯の健康についての作品等を応募した。
＜中学部＞
・各学年とも出島、宇品地域での校外学習を行った。
施設利用の打合せ等地域の協力をいただき、買物をし
たり地図や新聞等の成果物を作成したりした。
＜高等部＞
・学年や作業グループにおいて出島地区への清掃活動
を実施している。広島港や広島港周辺のスーパーや公
園等への校外学習を生徒の実態に応じて設定をし、実
施している。

＜小学部＞
・アステールプラザでの作品展に児童の作品を出品す
ることで、学年の取組の成果を紹介することができ
た。
・ＨＰ等にも学習の様子や作品を掲載することで、地
域に活動の様子を発信していくことができた。
・心の劇場の絵画コンクールへ応募し、入選した。
＜中学部＞
　各学年とも近隣のコンビニエンスストア、郵便局、
広島港等地域資源を活用した校外学習を行った。「地
域に開かれた学校づくり」に向けた地域資源の活用に
ついては交流的活動について検討する必要がある。
＜高等部＞
　各学年ごとに地域清掃を行い、その様子や成果、地
域清掃から学んだこと等をまとめ文化祭等で発表をし
た。地域の方をお招きし接待をし地域の方々と交流を
することができた。来年度以降も地域の方をお招きし
交流会を開催していきたい。

中期経営目標

  ・  児童生徒が自立と社会参加を目指す学校　　　　　　　　  ・ 専門性を高め合い、たゆまぬ教育実践を行う学校
  ・  児童生徒が生き生きと活動する教育環境が整った学校  　　・ 地域社会に開かれた学校

　教職員一人一人が
専門性を発揮し、児
童生徒の障害実態や
発達課題、疾病等へ
の配慮事項に即した
指導方法を習得し、
授業の質的改善を図
る。

は、短期経営重点目標

　児童生徒が見通しをもち、自ら進んで
主体的に活動できるような環境づくりを
行う。

  関係法令・学習指
導要領等に準拠し、
一人一人の児童生徒
の確かな成長・発達
を期して計画的な指
導を展開し、心身と
もに健やかでたくま
しい児童生徒を育て
る。
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　安全でかつ清潔で
児童生徒が主体的に
活動できる整った教
育環境づくりを行
う。

    　　平成２８年度広島市立広島特別支援学校  学校経営計画　最終評価
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　「地域に開かれた
学校」「特別支援教
育のセンター的機能
を発揮する学校」そ
の学校づくりを構想
し、具体化を図る。

　各学部で課題を設定し、学部会や学部
研修会等を活用して、発達課題・障害特
性等の理解や指導方法についての研修を
深め、授業改善を目指す。

家庭や地域社会から信頼され、本市の特別支援教育のセンターとしての役割を果たす学校


