
平成30年2月26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】
・理論的な研修として、全体研修会を２回以上行う。
・学部ごとに特色ある研修会を６回以上行い、授業づくりの実践交流を
行う。
・ポスターセッションを２回以上行い、学部を越えた実践の交流を行
う。
・学年や学部での研究推進が円滑に進むよう、研究の進め方について、
部内でのミニ研修会を３回以上行う。

・教職員アンケート

・兵庫教育大学の井澤先生を講師として、「かか
わりあう」上での教師の役割について全体研修会
を行った。
・これまでに２～３回の学部研修会を行い、自立
と社会参加を目指し、環境づくりに視点を当てた
日常生活の指導の実践交流などを行った。
・ポスターセッションは1回実施し、後期に２回行
う予定である。
・部会では、活発な意見交流ができるように、提
案や協議方法を工夫している。

・兵庫教育大学の井澤先生を講師として、全校で理論
を中心とする研修会を2回、ポスターセッションを3回
行った。
・各学部5回の学部研修会で、授業検討や実践交流な
どを行った。
・アンケートより、６割を超す教員が、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
くりができたという回答をした。

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

・各学部で検討を行う教科・領域等を決め、
単元指導計画の目標の系統性、指導内容の検
討などをスケジュールに沿って進めることが
できた。
・来年度の年間指導計画・単元指導計画への
反映について検討を行う。

・各学部で教科・領域の目標や指導内容について、系
統立てて整理することができた。また、それを来年度
の年間指導計画や単元指導計画に反映させることが
できた。

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】
昨年度の歯科保健の取組を継続し、課題改善のための新たな取組を行
い、歯科保健の状況（歯垢、歯肉の状態等）を２８年度よりも改善させ
る。

・歯科検診データ

・春の歯科検診の結果、中学部のう歯のある
生徒数が昨年度と比較し減少した。しかし、
その他の項目では悪化した。改善に向けて引
き続き取組を行う。

・秋の歯科検診の結果、２８年度と比較すると未処置のう
歯のある児童生徒の割合が全学部で若干減少した。歯垢
と歯肉については横ばいであった。今年度の結果を受け来
年度の取組の改善を行う。

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。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・類型や実態に応じて、進路学習を計画的に
実施している。卒業後の生活について考える
ために、職場体験実習や職場実習を実施して
いる。
・卒業後の進路のために職場実習を実施中だ
が、未定、検討中の生徒が8人いる。

・各学年、類型、職業コースとも実態に応じて学習を設定
し、卒業後の仕事や生活について余暇活動を含めて考え
ることができた。
・高等部3学年の進路未決定者が、現在2名そのうち1名は
取組中。１００％決定とはならなかった。

5

　ＩＣＴの活用（視聴覚教育等）を推
進し、教材や指導法等の専門的知識を
高め、積極的な活用を目指す。

【情報教育部】
・長期休業中に研修会を行い、ICTの活用実践を共有することで、指導法
や知識の拡充を目指す。
・ミニ研修を複数回開催し、教員全体でのICT活用率の向上を目指す。 ・教職員アンケート

・夏休み中にipad等情報機器の研修を行い、本校
の実践を発表することで、機器を身近に感じ、２
学期から使用してみたいという意見が多く見られ
た。
・八つの内容でミニ研修を行い、毎回２０名程度
の参加があった。今後もiPadの使用幅を広げてい
きたい。

・冬季研修会でiPadの実践発表や体験会などを行った。実
際授業で使用している実践例を中心に研修を行ったこと
で、より身近に感じてもらえた。また、校内、外部からの参
加も多く、ipadの活用について関心が高まっている。

【小学部】
・合理的配慮等の理解についての事例研修を２事例以上行う。
・学年内で授業を公開し、一人一回以上参観をし授業交流を行う。

・教職員アンケート

・授業改善に向けた事例研修において、児童の実
態把握の仕方や見取りの視点等を話し合い、それ
ぞれの児童にとっての合理的配慮とはどういった
ものかについて、理解を深めている。
・学年やグループでの授業では、どの教員も授業
を行い、授業の反省を学年会等でその都度話し合
い、授業改善に努めている。

・毎週の学年会で、一週間の子どもたちの様子を共有したり、授業
の振り返りを行ったりして、児童一人一人の実態に応じたツール
の検討を行うことができた。
・学年内ではお互いに全員が授業を公開している。また、学年会
で一週間の授業の支援と振り返りを行ってお互いに率直な意見を
述べ、授業改善に努めている。
・公開授業研究会に向けて、児童一人一人の支援方法など個別
の対応を学年全体で話し合った。また、授業参観を学年全員が行
い、意見交流をした。

【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

・生徒指導の上の情報交換は、頻繁に行ってい
る。学年会では、ケーススタディーを行っている
が、学部会では、計画中である。
・学部会のミニ研修会で、自立活動、国語、数学
の教材について、実践交流を行った。
・新採の実地研修や公開授業研究会の発表学級を
中心に、授業見学を行っているが、見学態勢の工
夫が必要である。

・ケーススタディを２事例行い、情報交換することで、課題やねらい
を共有することができた。
・２、３学期に作業学習の内容について、実践交流を行い、各作業
グループの内容を共有することができた。
・公開授業研究会に向けて、発表学級を中心に、授業見学等を行
い、授業実践交流を行うことができた。

【高等部】
・生徒の障害特性の理解、指導力向上を図るため、学部会、学年会で情
報交換を行う。
・学年内で授業公開をし、一人１回以上参観をし指導交流を行う。

・教職員アンケート

・類型会、学年会、学部会において生徒の様
子や指導の状況についての情報交換を行って
いる。また、障害特性の理解や指導力向上を
図るために事例交流を２学期に２回予定して
いる。
・今年度は作業学習にしぼり、２～３学期に
全グループで授業のビデオ交流を計画してい
る。

・類型会、学年会、学部会において生徒の様子や指導の
状況についての情報交換をすることができた。指導法につ
いての交流もできた類型もあるが、情報交換のみのところ
もあった。
・学年内で授業公開をして、一人一回以上の参観できた類
型もあった。
・学部会において事例交流を行った。

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職員全員で分担して行っ
た。
・廃棄済みの備品について、第２回の大型ごみの
収集で処分する予定である。
・教材庫・各倉庫の掃除や整理は、担当の分掌や
学部で計画的に行っている。

・学期ごとの備品点検を行い、不明物品の捜索に全員で取
り組むことができた。
・２回の大型ごみの回収を利用し、廃棄物品の処分を行っ
た。学校マーケットを利用し、他校での有効活用も図った。

8

　校舎内外の美化に努め教育環境を整
える。

【生徒指導部】
　毎学期末に物品整理を含めた大掃除を行う（特別教室２回、教室１
回）。年に２回学校周辺清掃を企画して行う。 ・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、１
２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、熱心にゴミ拾いを行っ
た。２回目を１０月に高等部が行う予定である。

・１・２学期に行う特別教室の大掃除は、担当の教師がそれぞれ
の場所を熱心に行っていただき、新学期を気持ちよく使っていただ
いているので大変効果が見られ、物品の紛失防止にも役立ってい
る。また、学校周辺清掃は年にわずか２回であるが地域の方にも
好評であった。

9

　児童生徒の読書意欲を高め、児童生
徒用図書の充実を図るなど読書活動の
推進を図る。

【総務部】
・図書コーナーの分類表示や色分けをして児童生徒自身で本の収納がで
きるようにする。
・古い本を廃棄、修復して収納場所を確保し、新しい本を充実させる。 ・教職員アンケート

･中央図書館と連携をとり、図書コーナーの本
をすべて分類し収納することができた。
・古い本の廃棄は少しずつ行っている。

・絵本、読み物、辞典など分類番号や色別シールを貼るこ
とで、収納場所が分かりやすくなった。
・校内美化や清掃グループが定期的に図書コーナーの整
理整頓を行ってくれるようになった。
・破損した本を廃棄したことで、棚に余白ができ、新しい本
を収納することができた。

【小学部】
・教室の構造化と教材教具についての実践交流を学部会等で行う。
・実態把握を行い、物理的・人的支援環境づくりに努め、授業改善を行
う。 ・教職員アンケート

・保護者アンケート

・教室の構造化と教材・教具の実践交流を学年会
で話し合い、学部研修会で、交流を行った。
・学年内で児童の実態把握の見直しをし、物理
的・人的支援環境づくりについて話し合い、それ
をもとに授業改善に努めている。

・教室内の配置の工夫や教具については各学級で児童の実態に
合ったものを考え、学年会で共有した。
・個の実態や子どもの成長に応じて支援環境を随時変化させ、授
業改善に努めることができた。
・学部研のミニコーナー発表やポスター発表を行い、各学級の実
践を交流することができた。発表会では、ビデオで授業を振り返り
教師の立ち位置や教材等の授業改善を行った。

【中学部】
・教室の構造化と教材教具についての実践交流を学部会等で行う。
・学部行事の見直しを行い、学習環境に合わせた人的、物理的環境づく
りを行う。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・教材・教具についての実践交流を２回実施
した。
・行事の見直しを行い、宿泊研修や野外活
動、修学旅行等で、学習環境に合わせた支援
環境づくりを実施した。

・他教室を巡りながら、構造化と教材教具の交流をすること
ができた。
・「野外活動行ってきます会」の在り方を見直した。
・学習環境に合わせて環境づくりを行った。

【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
環境づくりを行い、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、学部会で行
う。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・１学期に類型ごとの教室巡りを行い、視覚
支援や構造化を活用した教室環境づくりにつ
いて交流した。
・学年だよりを通して、各学級で工夫してい
る教室環境づくりを紹介し、共有を図ってい
る。

・短い時間で得るものが多い教室めぐりだった。教室めぐり
の中で取組の交流ができ、生徒の実態に合わせて教室環
境を整えることができた。
・個に応じた支援の方法やツールについての交流を行い、
実践することができた。

11

　小・中・高等学校の教員への支援に
ついての具体的取組を計画実施し、そ
の充実を図る。

【地域支援部】
 夏季休業中に地域の幼・小・中・高等学校の教員のニーズに応じた研修
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、地域の教員から要望の高
かったアセスメント検査に関する研修を企画
し、２回実施することができた。研修後のア
ンケートでは、受講者の全員から研修が参考
になったとの評価を受けることができた。

・夏季休業中に地域の幼・小・中・高の教員を対象に要望
の多かった田中ビネー知能検査についての研修を行い、
参加者全員から検査についての知識や理解が深まり、参
考になったとのアンケートによる評価を受けることができ
た。

12

　新たな学校の教育課程及び施設設備
についての検討を行う。

【教務部】
・先進校の学校視察をし、情報収集を行う。
・教育課程の決定と必要な教室数、特別教室について検証する。

・成果物

・夏期休業中に先進校４校の学校訪問を行
い、部会へ報告を行った。今後、高等部学部
会への報告を行うとともに、新設校の教育課
程の検討を年度末までに行う。

・類型会、学年会、学部会において生徒の様子や指導の
状況についての情報交換をすることができた。指導法につ
いての交流もできた類型もあるが、情報交換のみのところ
もあった。
・学年内で授業公開をして、一人一回以上の参観ができた
類型もあった。
・学部会において事例交流を行った。

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交流的な活動を取り入れた授業を行う
(中学部)。
・校外販売、地域清掃、校外学習、地域交流会、人材活用等生徒の実態
に応じて地域や環境の良さを生かした学習活動や行事を設定する（高等
部）。

・教職員アンケート

＜小学部＞
・目を守るつどいやライオンズクラブ国際平和ポ
スター、歯の標語等に作品を積極的に出展し、優
秀作品に選ばれたものもあった。
＜中学部＞
・総合的な学習の時間で、「地域を知ろう」とい
う単元で、広島港周辺や近隣の商業施設を訪れ、
買物学習を実施した。
＜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。
・職業コースが宇品公民館や県立大学等での清掃
活動を行っている。
・生徒の実態に応じて、広島港や出島周辺の店舗
や公園等への校外学習を実施している。

＜小学部＞
・「ぼくらのアトリエinアステール」に、各学年児童全員で制作した
学年旗と児童の作品や学年、学級、グループで製作した作品を出
品した。
＜中学部＞
・広島市周辺、近隣の施設や商業施設で、見学やインタビュー、外
食、買物学習を行った。
＜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
た。
・職業コースが宇品公民館や県立大学等での清掃活動を行った。
・生徒の実態に応じて、広島港や出島周辺の店舗や公園等への
校外学習を実施した。
・宇品公民館祭りやみなとフェスタなどのイベントに参加し、販売
活動を通して地域の方々と交流することができた。

中期経営目標

    　平成２９年度広島市立広島特別支援学校  学校経営計画 　最終評価

  ・  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。

　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。

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。

　「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。

新

た

な

学

校

づ

く

り

の

推

進

　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。

10

は、短期経営重点目標

学
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・
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育

成

  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

専

　

門

　

性

　

の

　

向

　

上

教

　

育

　

環

　

境

　

の

　

整

　

備


