
平成28年10月24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

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先生と、兵庫教育大学の
井澤先生を講師として、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。

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。

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

・むし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。

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。

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。

【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。

【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。

【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。

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。

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。

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。

【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。

【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。

【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。

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。

12

　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。

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。

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。

6

　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。

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

　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

  ・  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。

    　　平成２８年度広島市立広島特別支援学校  学校経営計画中間評価
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10

　「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。


