
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5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、全校での実
践の交流、取組の共有化を図る。
・授業づくりシートを活用し、授業改善に取り組
む。児童生徒の主体的に活動に向かう姿を具体化、
明確化し、継続的に取り組む。

・教職員アンケート

・４月に本年度の研究の概要について研修、７月に
兵庫教育大学教授井澤信三先生による講演、ポス
ターセッションを行った。
・研究についての共通認識を図り、公開授業につい
て協議を深めるため、各学部で学部研修会を実施
している。
・授業づくりシートを活用して、授業の評価や見直し
を図り、授業改善に取り組んでいる。

・兵庫教育大学教授井澤信三先生の講演、理論を中心とする研修
会、ポスターセッションの計４回の全体研修会を行った。
・各学部４～５回の学部研修会を行い、授業づくりシートを活用した授
業検討や実践交流などを行った。
・公開授業研究会を、第２２回視聴覚教育総合全国大会、第６９回放
送教育研究会全国大会と兼ねて開催し、日常生活の指導及び職業
コースの授業公開を行った。
・環境づくりを視点とした授業づくりに取り組むことで、児童生徒がより
主体的に活動に向かうようになった。児童生徒の目指す姿を見据えて
教師が協働し、より発展的な取組を行うことができた。

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】
＜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
・成果物

・小中学部については、昨年度検討した指導計画
を運用し、反省と課題を挙げ、来年度へ向けて修正
を行っていく。高等部については、「保健体育」「美
術」「音楽」について系統的な単元計画を作成し、来
年度実施を目指して取り組んでいる。

・小中学部においてはすべての教科・領域について、高等部において
は「総合的な学習の時間」「音楽」「美術」「保健体育」について、系統・
系列化された指導計画を作成することができた。

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、必要に応じて取
組内容を修正しながら、歯科検診結果（歯垢・歯肉
の状況等）の向上を目指す。

・歯科検診データ

・春の歯科検診では歯垢・歯肉の状況やう歯の未
処置の割合などが、昨年度より改善した。後期も引
き続き取組を行う。

・秋の歯科検診では、春の検診結果と比較し、う歯の未処置者の割合
は大きく変わらなかった。しかし、歯垢歯肉の状況が学校全体で悪化
した。次年度は歯垢歯肉の状況が改善できるよう、手立てを考えて取
り組む。

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】
・目標を明確にし、学部や学年で系統立てた学習を
行う。
・学年や類型、個々の実態に応じた進路学習をを計
画、実施する。
・生徒実態を把握し、本人保護者のニーズに応じた
職場実習先を設定し実習を実施する。

・就職率４０％を目
指す。
・１００％の進路保
障を目指す。
・アンケートの評価

・一般就労（A型含む）希望者36名中、1名が縁故就
労、1名が状況待ち、５名が今後実習もしくは未定。
現時点で一般就労率は、３４％である。引き続き取
組中。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施設作業所
希望者49名中、５名が未定もしくは検討中。懇談、
見学を実施しながら継続して取組中。

・一般就労（A型含む）希望者３５名。うち、１月中旬で、３２名が確定。1
名が縁故就労、1名が実習先検討中。１名は（求人待ち。現時点で一
般就労率は、３７％である。・施設作業所希望者４８名中、４名が未定
もしくは検討中。２名が進学。３月卒業までに可能な時期まで懇談、見
学を実施しながら継続して取り組む。全体では、９３％確定。

5

　ＩＣＴの活用（視聴覚教育、放送教
育）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】
・校内の視聴覚機器の授業実践を収集し、活用事例
として紹介しながら校内での視聴覚機器の活用を広
げていく。また、活用へつながる研修を長期休業中
に行う。

・教職員アンケート

・夏季休業中にミニ研修を８日間行い、ICT機器の
簡単な使用方法などの定着を図った。また、教材の
活用について講師を招き、全体研修会も行った。

・冬季休業中に研修を行い、iPadの活用事例やアプリの紹介を行っ
た。研修への参加人数も昨年より増加し、機器への関心・活用も広
がっている。

【小学部】
・児童の見取りについて、基本的な考え方の事例研
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。
・授業の振り返りを学級で毎日行い、学年会や
学部会で、毎回、児童の情報交流を行う。 ・教職員アンケート

・授業の振り返りでは、毎週学年会の議題の一つと
して話し合いを行っている。児童の様子についても
毎週各学級で報告をしている。
・単一学級、重複学級での授業交流に加え、学年
間でも機会を作り実践交流を行っている。
・各学級・教室で日々の振り返りを行い、学年会、
学部会でも情報共有ができている。
・学年会で児童の見取り、その基本的な考え方の
話し合いや授業公開をしてそれを基に適切な指導
と必要な支援について共通理解を図っていくことが
できた。

・毎週の学年会で、児童の様子について報告を行い、その都度表にし
て記録している。
・学年会で、授業や単元の振り返りを行い、良い点、改善すべき点を話
し合い、次の授業につなげている。
・活動に応じた教室の構造化や教材教具の検討を学年や学部で行う
ことができ、児童が見通しをもって自ら動く場面が増えた。
・自学年のみならず、他学年の授業を見る時間も作り、授業づくりにつ
いて学ぶ機会を設けた。
・年間を通じて児童の実態だけでなく教材教具、授業展開についても
話し合いができた。

【中学部】
・不安定な生徒の対応についてのケーススタディを
２事例以上行う。
・各教科・領域の実践交流を２回以上行う。
・授業の振り返りを学級で毎日行い、学年会や
学部会で、毎回、生徒の情報交流を行う。

・教職員アンケート

・ケーススタディーについては、今後行う予定であ
る。
・作業学習について、夏期休暇中に学部内で交流
会を２回実施し、各作業の体験を行った。
・各学級で日々授業の振り返りを行い、学部会や学
年会においても生徒の情報交換を行い、実態把握
に努め、課題の共有化を図っている。

・不安定な生徒の対応や医療的ケアの必要な生徒の対応について、
事例研修を行った。
・学級で日々授業の振り返りを行い、学年で毎週情報交換を行った。
・作業学習における教員対象の実践研修や教室巡り等、各教科・領域
の教材教具の交流を行った。

【高等部】
・生徒の障害特性の理解、指導力向上を図るため、
学部会で各学期に１回以上の研修を行う。
・学年会・類型会では、生徒への指導方法・取組方
法などについての悩みを相談しやすい雰囲気をつく
り、生徒についての情報交換と具体的な取組につい
ての検討を行う。
・学部内で授業公開をし、一人２回以上参観をし授
業改善についての交流を行う。
・授業の振り返りを学級で毎日行い、学年会や
学部会で、毎回、生徒の情報交流を行う。

・教職員アンケート
・研修会・交流など
の実施回数

・生徒の障害特性の理解、指導力向上を図るた
め、学部会で１学期に１回のミニ研修を行った。
・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が、
具体的な取組についての検討までには至っていな
い。
・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学期初旬に１回行った。後期にもう１回行う
予定である。
・２学期中に学部内で授業公開を行い、一人２回以
上参観をする予定である。

・生徒の障害特性の理解、指導力向上を図るため各学期に１回のミニ
研修を行い、効果的な指導法や教材などについて意見を出し合うこと
ができた。
・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た。類型会においては具体的な取組についての
検討を行うことができた。
・授業の振り返りについては、約８割の学級が生徒下校後の休憩時間
を使って、毎日又は週に１～２回程度行うことができた。

7

　教育環境整備の充実と備品管理の徹
底を図る。

【事務部】
・年３回の備品点検を実施し、備品の管理を徹底す
る。
・廃棄済みの備品を、大型ごみ等で計画的に処分す
る。
・大手町校舎解体に伴い、台帳上残っている備品の
最終整理を行う。
【各学部・領域】
・備品点検等の機会を捉えて、各倉庫の清掃及び整
理を行う。

・教職員アンケート

・夏休みに１回目の部品点検を実施した。
・第２回目の大型ごみで廃棄済みの備品の一部を
処分した。
・大手町校舎の備品の整理を今年度中に行う。【事
務部】
・夏季休業中に高等部倉庫の掃除と片付け、物品
の整理を行った。今年度後期にも行う予定である。
【高等部】

・学期末ごとに備品点検を実施し、不明物品の捜索に取り組んだ。
・廃棄済みの備品について、計画的に大型ごみ等での処分を進めて
いる。
・大手町校舎の備品の整理を今年度中に行う。

8

　校舎内外の美化に努め、教育環境を
整える。

【生徒指導部】
・学期末に物品整理を含めた清掃を行う。（特別教
室２回、教室１回）
・学校周辺清掃を年に２回取り組む。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・特別教室の大掃除により、教育環境を整え、教職
員の校内美化に対する意識の向上を図ることがで
きた。
・学校周辺清掃を実施し、地域に貢献するとともに
学校に対する理解を深めていただけた。

・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
い、新学期を気持ちよく向かえることができ、大変効果があった。
・学校周辺清掃は、年にわずか２回であったが、地域の方にも好評で
あり、学校に対する理解を深めていくことにつながった。

9

　いじめの未然防止、早期発見に努
め、いじめへの適切な対応を行う。

【生徒指導部】
・毎週、学年会で児童生徒の情報共有を図り、
いじめの早期発見に努める。発見された事案に
ついては、「学校いじめ防止委員会」に報告
し、対応を協議し、迅速に解決を図る。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・現在のところいじめの問題は表面化していない
が、引き続き各学年会で、児童生徒の情報の共有
化を図り、いじめの早期発見に努めるていく。

・学年会等で、児童生徒の情報の共有化を図り、いじめの早期発見に
努めていった。
・高等部で発生したいじめ案件に関しては、生徒へのアンケートや道
徳教材などで対応をし、再発防止を図った。

10

　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】
・図書コーナーの本の整理整頓や周辺の美化に配慮
する。
・中央図書館との連携を図り、児童・生徒の読書意
欲が高まる取組を継続して行う。

・教職員アンケート

・夏季休業を利用し、図書コーナーの整理や本の分
類表示を行った。
・移動図書館ともはと号による本の貸し出しや読み
聞かせに多くの児童生徒が参加している。

・図書担当者を中心に、図書コーナーの整理とその周辺環境の点検を
行った。
・ともはと号を、多くの児童生徒が利用している。また、読書について
の現状把握のため、学級単位でのアンケートを実施した。

【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。
・物理的・人的支援環境づくりに努め、かかわり合
いに視点を置いた授業改善を行う。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・朝の会を中心に支援環境に基づいた授業改善が
できている。
・学年会で児童が（朝の会等日常生活の指導で）見
通しをもち、自分から活動できるような教室の構造
化や物理的・人的支援環境づくりを行った。
・学部研でポスター発表を行い、実践交流をし、も
らった意見を基に授業改善を行っている。

・ＩＣＴを活用した、物理的支援環境づくりを行い、児童の主体的な動き
を引き出すように取組を行った。
・担任だけでなく、学年全体で児童を支援できるように情報交換を行
い、人的支援環境づくりに努めた。
・全ての学級がポスター発表を行い、お互いに取組を見合うことで、改
善ができた。

【中学部】
・ＩＣＴの活用等、教材・教具についての実践交流
を学部会等で行う。
・個の実態に応じた、物理的・人的支援環境づくり
を行い、授業改善を図っていく。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・学部内で教室の構造化やＩＣＴを含む教材教具の
開発工夫、授業の工夫改善等の実践について意見
交流を行った。９月に教室の環境づくりについて、
研修を行った。

・公開授業研究会で、ＩＣＴの活用、個の実態に応じた環境づくりについ
て、２事例の発表を行うとともに、学年、学部間で、意見交流を数回
行った。
・学部研で授業作りシートを基にした取組発表や意見交流を行い、授
業改善に努めた。

【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。
・月ごとに環境づくりについてのテーマを決め、学
部全体で意識をして取り組む。

・教職員アンケート
・保護者アンケート

・教室内の構造化や視覚支援ツールに関する交流
のため、夏季休業中に教室めぐりを行った。
・月ごとに環境づくりについてのテーマを決め、学部
だよりに掲載することで、高等部全体で意識できる
よう取り組んでいる。

・教室内の構造化や視覚支援ツール、教材教具などについての交流
のため、夏季休業中に教室巡りを行った。他学年、他類型の教室を見
合うことで、参考になる取組を多く知ることができた。
・校内実習や作業学習において、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環境づくりに取り組むことができた。
・学部研修会において、公開授業学級が行っている構造化や視覚支
援ツールを活用した取組を相互理解することができた。

12

　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】
・地域の幼・小・中・高等学校の教員からのニーズ
の高い研修を部内で企画、運営し、受講者の８割以
上から参考になったという評価を得る。

・教職員アンケート

・地域の教員から要望のあがっていた心理検査
（WISC　Ⅳ）の研修会を企画したことで、定員を上回
る参加の申し込みがあり、参加者全員から参考に
なったという評価を得ることができた。

・地域の教員を対象にした研修会において、要望の高かった心理検査
（WISCⅣ）についての研修を実施し、参加者全員から参考になったと
いう評価を得、地域の教員への支援の充実を図ることにつながった。

13

　新たな学校（高等部）の教育課程を
作成する。

【教務部】
・教育課程における各教科・領域等の、系統立てた
指導目標や大まかな指導内容を作成する。

・成果物

・作業種目の検討や、各教科・領域、専門科目の時
数の検討を行っている。今後は、具体的な指導内
容の検討も行っていく。

・新校舎で実施する高等部の大まかな教育課程と指導内容、時間割
と諸室の利用について資料を作成することができた。

14

　「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
り入れた学習を行う(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

・文化の祭典、ライオンズ平和の絵コンクールへ作
品を出展する予定である。
・友情の絵はがき等の作品募集に積極的に参加し
た。
・あいサポート展に児童の作品を応募した。一部県
立美術館に展示される予定である。
・平和と美術と音楽と　に絵画やランタンの作品を
出展した。【小学部】
・２学期に学校周辺の施設や店舗を訪れ、インタ
ビュー等の調べ学習を行う予定である。校外学習
や職場見学等、地域を活用した活動を行っている。
【中学部】
・学年ごとに出島地区への清掃活動を実施してい
る。また、職業コースにおいては、定期的に学校周
辺清掃を行っている。生徒の実態に応じて、広島港
や出島周辺の店舗や公園、公共施設などへの校
外学習を実施している。【高等部】

・僕らのアトリエｉｎアステールへ作品を出品した。【小学部】
・地域の公共施設や店舗・事業所等を訪れ、地域で働く人へのインタ
ビューや調べ学習、職場見学を行い、壁新聞等を作成し、学習の成果
を発表することで、地域資源を有効に活用することができた。【中学
部】
・高等部３年生は出島地区の清掃活動を行った。また職業コースも定
期的に学校周辺清掃を行った。
・生徒の実態に応じて、学級・類型ごとに広島港や出島周辺の店舗や
公園、公共施設などへの校外学習を実施した。
・職業コースが宇品公民館や県立大学でパン販売や清掃活動を行っ
た。
・みなとフェスタに参加し、販売活動を通して地域の方々と交流するこ
とができた。【高等部】

  ・  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

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
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　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。
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　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。

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、弛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。
　児童生徒の実態を共有し、適切な
指導と必要な支援について協議し、
共通理解を図り、実践的指導力を高
める。

　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３０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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  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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