
平成２９年度 学校経営計画報告 

 

○今年度の取組みと自己評価 

平成２３年度学校経営診断の実施結果に基づく学校改善に向けての重点項目６７項目を

設定し進め、平成２９年度よりその後重点項目を５０項目に絞り進めてきた。平成２５年

度の東京都「安全教育推進校」の指定を受け、安全プログラムを活用した公開研究授業の

実施をきっかけに、今年も地域と連携した総合防災訓練や福祉避難所開設準備訓練を引き

続き進めることができた。「平成２６年度副籍制度充実事業」の研究指定を受け引き続き、

大田区教育委員会のご協力のもと、これまでの副籍制度の内容を充実させ、大田区・世田

谷区を中心とした小・中学校、特別支援学校への副籍制度の普及に努めた。更に今年度は

社会貢献事業のモデル指定校として近隣の鶴亀ホームと中学部の音楽交流を行い、利用者

からも好評を得られた。これまで行われてきた全国公開研究会を高等部閉課程により小中

学部のつながりに向けて、研究主題「小中一貫した教育課程に関する研究 ―各教科の指

導から考える学びの地図の構築―＜1 年次＞のもと校内研究発表会として校内研究の充実

を図った。今後も取り組みを進めることの期待がよせられた。 

校舎改築に向けては、平成２８年９月より仮設校舎での学校生活が開始され、その間に

も新校舎建設に向けた検討も行われ、新校舎の実施設計もほぼ完成につながってきている。

今後平成３０年度にも旧校舎解体も行われる予定である。 

１ 教育活動への取組みと自己評価  

（１）学習指導 専門性の向上と授業の充実 

昨年度に引き続き教員の専門性向上を目指して、外部専門員を導入して、児童・生徒の

アセスメントを中心に取り組み、望ましい学習環境につなげている。教員の専門性の範囲

を広げ、具体的な授業改善につなげていくことは課題として取り組みを広げた。また、児

童・生徒がわかる授業、できた喜びを感じられる授業をめざし、個別の教育的ニーズに応

じた教育の充実を図るため、学校生活支援シート（個別の教育支援計画）、個別指導計画、

年間指導計画、週ごとの指導計画、学習指導案のつながりを重視し、更なる改善をして個

別指導計画を作成した。今後も、昨年度に引き続き「東京オリンピック・パラリンピック」

とその先にある「共生社会の実現」を目指して、スポーツと芸術文化活動さらに地域で活

躍されているスポーツ等を取り入れて進めていく。 

（２）生活指導 安全・安心な教育環境と規範意識の充実 

安全指導面では、学校安全委員会を活用し、外部委員を招いて学校安全について協議・

報告、講演会等を実施した。また、学校いじめ対策委員会を設置した。さらに例年同様に

講師を招いての人権研修において感覚の意識向上やいじめ防止研修を実施した。仮設校舎

移転に伴い、校内安全点検を強化し、安全な教育環境を整えた。蛍光灯の拡散防止のため

のカバーの取り付け等も増やした。児童・生徒の通学については、一人通学計画を作成し、

個別指導計画と連動させ、通学指導の内容の充実を図った。スクールバスの運行では、ス

クールバス乗務員研修会、スクールバス三者懇談会（各学期 1回）、スクールバス乗務員連



絡会(月 1回)を実施した。 

規範意識の育成と社会貢献では、生活に役立つ 4つの力の中の「あいさつの力」の指導

について、児童・生徒が目標をもち、あいさつの基本が身に付けられるよう「矢口あいさ

つ検定」を実施し、小・中学部児童・生徒１０名以上を認定した。 

（３）進路指導 自立・社会参加を捉えたキャリア教育の充実 

外部専門家連携では昨年度に引き続き、パティシエ、ビルメンテナンス協会の専門員に

よる清掃方法の研修を教員・生徒が受け学習に活かすとともに、中学部希望者に清掃検定

を受講した。また、小学部・中学部では昨年度同様インターンシップを実施した。中学部

では、学校近隣の道路等の清掃作業や近隣福祉施設で実習することでより、地域との交流

を深めることができた。また、小・中学部では、東京ヴェルディのコーチによるプロサッ

カーの指導を継続し、体育で直接受けることが、貴重な体験であった。 

地域との連携では、大田区役所での作業製品販売実習を中学部がつなぎ実施して、地域

の方に喜ばれる経験をして働く意欲を高められた。 

一貫性の指導として、基本的生活習慣の確立に基づき「生活に役立つ４つの力（あいさ

つの力、一人通学の力、役割の力、掃除の力）」の育成を個別指導計画に基づき進めてきた。 

（４） 全校的な専門性の向上 

教員が一人 1回授業公開をするとともに、授業自己チェックシートを活用して、授業改

善を進めた。さらに、小中学部での教育課程に関する研究テーマに基づき、大学等の専門

家と連携して新学習指導要領つなげる授業改善に関する研究会を行った。研究の成果を校

内研究発表会として平成３０年２月２日に実施した。校内の先生方からも、今後の教育課

程につなげる授業改善を図っていくことを期待する声も上がっている。今後も全校公開研

究発表会につなげるように研究の土台作りを実施していく。 

若手教員研修では OJT実施体制表による研究授業を実施し、授業改善を進めた。 

次年度は、外部専門家との連携を意欲的に進めるとともに、外部専門員（OT、ST、清掃

専門員等）との連携で教員の専門性の向上を図っていく。 

（５） つながりを大切にした特別支援教育の推進 

学校の発信・教員の発信では、ホームページを５０回以上更新している。学校からの情

報の発信に対する期待感もあるので今後も検討を行っていく。 

特別支援教育として校内向けには、副籍６４件（直接交流５０件）や保護者の教育的ニ

ーズに応じた支援会議を６０件、校内相談４０件実施した。一方、センター校として巡回

相談は約８０件実施した。特別支援教育に関する研修会は、大田区の小・中学校の教員や

保護者、児童館から依頼を２０件と児童・生徒を対象に、障害理解や進路指導、特別支援

学校についての出前授業を１５件行った。 外部機関との連携として、大田区教育委員会、

子育て支援課、地域福祉課、幼児教育センター、わかばの家、児童相談所、医療機関、警

察、少年センター、ＮＰＯ法人サポート事業所等の外部機関と連携を図り、子育てや家庭

の悩みに対し、支援会議を開き迅速に対応してきた。さらに、障害のある児童・生徒と障

害のない児童・生徒が共に学ぶ教育の場として、交流教育をすすめてきた。今年度は、大

田区初任者研修の一環として矢口特別支援学校を会場校として実際の授業見学やコーディ



ネータを講師として参加した。今後次年度も今後も継続をけいていきたい。 

（６） 危機予防体制及び緊急時の安全体制の充実 

ヒヤリハットや小さな事故でのアクシデント報告には改善案を迅速に実施するなど、再

発防止に務め、事故の減少につなげた。 

防犯・防災面の指導では、災害後の授業再開を目指した BCPの見直しをするとともに、

日頃の防犯・防災訓練、セーフティ教室の他に新規の訓練（地域住民との AED使用研修、

屋上避難訓練、学校外への避難訓練、地域町会施設・消防署・警察等連携した総合防災訓

練）を実施し、危機予防体制を強化した。さらに、防災教育推進事業として教員・保護者・

地域の方を対象にした防災研修を実施するなど、安全教育を推進した。福祉避難所を想定

した開設訓練は４年目となり、仮設校舎（第１校舎）と第２校舎を活用して、地域との連

携を一歩進めることができた。さらに今年度より 1泊 2日の宿泊防災訓練を実施し中学部

3年生を中心に参加した。 

（７） 総合力の発揮と効率的な学校運営の推進 

学校分担の明確化と進行管理を行い学校経営の重点目標の達成に努めている。また、東

京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、学校改築（新校舎）に向けての基本

設計計画作成に向けての情報収集と今後の課題の整理を「将来構想プロジェクト」をさら

に実施していく。 

 

２ 今年度の重点目標への取組みと自己評価 

【評価】◎：おおいに達成 ○：ほぼ達成 △：一部達成 ×：未達成・未実施 

＜教育活動の目標と方策＞ 

成していく。 

１学習指導 専門性の向上と授業の充実 

わかる授業、できた喜びを感じられる授業 （教員の仕事は子どもをかえること） 

○個別の教育的ニーズに応じた教育の充実 ⇒○ 

個別の教育支援計画、個別指導計画、年間指導計画、週ごとの指導計画、指導案のつ

ながりと内容の充実 ⇒◎ 

○高等部閉課程に向けての教育課程の類型化の内容の検討 ⇒○  

○外部専門家と連携した指導内容・方法の充実 ⇒◎ 

○他の障害種別の特別支援学校と連携した重複障害への教育内容の充実 ⇒○ 

○東京オリンピック・パラリンピックの実現に向けての国際理解やスポーツと芸術文化 

活動の推進 ⇒○ 

 

２ 生徒指導 安全・安心な教育環境と規範意識の充実 

○いじめ防止、体罰禁止の推進 ⇒◎ 

○安全な教育環境の整備 ⇒◎ 

○規範意識の育成と社会貢献 ⇒○ 

○行方不明時、事故未然防止の組織的な対応 ⇒○ 



○笑顔の挨拶励行（教員の率先励行） ⇒○ 

  

３ 自立・社会参加を捉えたキャリア教育の充実 

○一貫性の指導 生活に役立つ 4 つの力育成（挨拶の力、一人通学の力、役割の力、掃

除の力）⇒○ 

○キャリア教育のマニュアル作成と活用 ⇒○ 

○教育課程の類型化応じた作業学習の内容の充実 ⇒○  

○民間活力、地域連携を深めた作業学習の内容充実（質の高いサービスの提供と製品開

発、地域での作業学習の拡大、地域への販売学習の施行、OJT による教員一人一人の

ジョブコーチ力の発揮）⇒○   

○個別の進路計画の推進（個別指導計画・実習評価と日常生活の指導、作業学習の課題

とのリンク）⇒○ 

○地域連携を深めた部活動の推進 ⇒△ 

 

４ 全校的な専門性の向上 

○授業公開、全国向け公開授業による授業改善 全国向け公開授業 ⇒○ 

○特別支援学校教員免許状取得率の向上 ⇒○ 

○専門性自己チェックシートを活用した取り組み ⇒○ 

○大学や専門家と連携し、障害種による学びの特性を理解した上での授業改善 ⇒○ 

○OJT による授業力の向上（授業 OJT 体制表、授業改善チェックシートの活用）⇒○ 

○自閉症教育研究の成果の活用と内容の発展・充実 ⇒○ 

 

５ つながりを大切にした特別支援教育の推進 

○学校の発信、教員の発信（各種だより、ホームページなどの情報発信）⇒○ 

○地域への貢献（児童・生徒・教員の地域への奉仕活動や地域行事の参加等）⇒○ 

○福祉・医療・労働・区教育委員会等との関係機関との連携 ⇒○ 

○小学校、中学校、高等学校との特別支援教育推進のためのセンター的機能の充実 ⇒ 

○個別の教育支援計画に基づく、個別の移行支援及びアフターケアの充実 ⇒○ 

○障害のある児童・生徒の教育の場を原則とした障害のない子と共に学ぶ仕組みの構築

⇒○ 

○学校開放（施設開放と公開講座） ⇒△（仮設校舎移転で体育館使用は×） 

 

６ 危機予防体制及び緊急時の安全体制の充実 

○物品の破棄、整理整頓。⇒○ 

○アクシデント報告による危険回避 ⇒○ 

○地域と連携した総合防災訓練、帰宅ステーション、障害者の二次避難場所（福祉避難

所）としての機能 ⇒○ 

○ BCP 計画の内容充実 ⇒△ 



 

７ 総合力の発揮と効率的な学校運営の推進 

○教員の心構え（もてなしの心、笑顔での挨拶は児童・生徒の手本、保護者、地域の方

の意見の傾聴、課題の整理と迅速な組織的対応）⇒○ 

○ICT を活用した安全で効率的な組織運営 ⇒△ 

○課題を迅速に解決する組織（決定ラインの明確化、主体的な改善案の採用、提案型の

会議、会議運営マニュアル作成）⇒○ 

○業務マネージメントサイクルによる学校分担の明確化と進行管理の徹底 ⇒○ 

○東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、新校舎改築に向けての基本計

画作成に向けての情報収集と課題の整理、プロジェクト委員会の実施 ⇒○ 

 

Ⅲ 今年度の重点目標と数値目標 

＜教育活動の目標と方策＞ 

○外部専門家連携の充実(外部専門員との連携) 

○東京都教育ビジョン及び都教育委員会協目標及び基本方針等に基づき、平成２６年度よ

り研究指定校「副籍制度の充実事業」の指定を受け、副籍制度の一層の充実を図る。 

○校舎改築工事の開始や高等部閉課程に向けて、教育課程を検討し、施設使用の工夫を図

る。 

 

★学習指導 専門性の向上と授業の充実 

１  わかりやすい教育環境の整備（校内環境・表示、授業時間の予定の提示、個別の手

順表等の工夫、点検月 1 回、廃棄年 3 回(教務・生活生徒指導等、全員、企画室）○ 

２  個別の課題のリンクと連続性、個別指導計画作成研修 1 回（明確な目標・手立て）   

（教務） ○ 

３  指導案・単元案の改善（アセスメントの記入、サブ教員の動き記入、待ち時間の軽

減）単元指導計画の作成・提出３回以上（教務・全員） ○ 

４  漢字検定 受講者３０人（漢字検定担当） ○ 

５  読書活動の年間計画作成 読書活動週間 1 回（司書教諭・全クラス・教務） △ 

６  教材作成一人３点以上（ICT 教材を含む） データー一人一点以上、教材ライブラ

リーの内容充実と管理・外部貸し出し（生徒指導担当） ○ 

７  外部専門員、特別支援学校、大学などと連携した授業改善 ３０回以上 

（研究部） ○ 

８  食育活動の推進 授業各学年 1 回以上 （食育リーダー、栄養士、保健給食部） ○ 

９  重複障害のある児童・生徒と他の障害種別の特別支援学校等との連携 

（コーディネータ） ○ 



１０ 2020 東京オリンピック・パラリンピックの実現に向けての国際理解やスポーツと芸

術文化活動の推進。（各教科等で実施） △ 

１１ グランドが使えないことによる体力作りの指導内容の工夫（体育科） △ 

★ 生活指導 安全・安心な教育環境と規範意識の充実 

１２ 通学マニュアルの作成・活用と個別の一人通学計画の作成・活用１００％ 

 （生活指導部） ◎ 

１３ いじめ防止、体罰禁止を推進する。いじめ防止・体罰禁止委員会及び研修会の実施

（生活指導部） △ 

１４ 人権研修会 1 回（研修研究部） ◎ 

１５ 緊急時対応マニュアルの見直し（学校安全委員会・生活指導部） ○ 

１６ 笑顔の挨拶の励行（児童・生徒・教員）毎朝、校内あいさつ検定の実施 30 人受験

（全員） △ 

１７ 校内防災の日（3 月７日）設定 避難訓練の実施 ○ 

１８ スクールバス保護者連絡会 3 回＜教育委員会の参加を含む＞ スクールバス乗務員

研修 1 回（生活指導部）スクールバスコースの検討 ◎ 

１９ SOS カード・ヘルプカード等の使用方法の学習の実施（全学年） ○ 

 

★ 自立・社会参加を捉えたキャリア教育の充実 

２０ 一貫性の指導 基本的生活習慣を基盤にした生活に役立つ 4 つの力の育成（あいさ

つの力、一人通学の力、役割の力、掃除の力）標語の掲示（全クラス他）、個別指

導計画への目標掲載 （教務部） ◎  

２１ 専門家連携による清掃研修６回（生徒、教員・保護者）、清掃検定（清掃班） ○ 

２２ 地域での販売実習実施８回（中学部 作業班） △ 

 

★ 全校的な専門性の向上 

２３ 校内研究プロジェクトによる授業改善、校内研究発表会 平成３０年２月２日実施

（研修研究部） ◎ 

２４ 特別支援学校教員免許状取得率の向上 未取得者免許研修受講率１００％ △ 

２５ 授業ＯＪＴ体制による授業力の向上、アセスメント、専門性自己チェックシートの

活用した指導案作成と全教員の公開授業、自己申告面接とのリンク（一人 1 回以上、

参観授業 1 回以上） ○  

２６ 安全で効率的業務とタブレット端末を活用した指導内容・方法の開発（情報部） ○ 

★ つながりを大切にした特別支援教育の推進 



２７ 特別支援だより１０回発信（特別支援部、教務部） ホームページなどの情報発信、 

   更新 24 回以上（情報管理部） ◎ 

２８ 教員の学校地域・ＰＴＡ等の交流活動、奉仕活動、大田区の地域行事参加、活動 

   （教員 1 回以上） △ 

２９ 学校生活支援シート（個別の指導計画）作成、支援会議（専門家・地域関係諸機   

   関との連携・充実）の実施３０回以上（担任、コーディネータ、主任教諭、主幹教

諭、管理職等） ◎ 

３０ アフターケアの充実（進路支援部） ○ 

３１ 区教育委員会連携によるエリアネットワーク会議１０回、巡廻相談４０件以上、 

       講演・出前授業２０回以上（特別支援部）◎ 

３２ 副籍制度の充実と活用（担任、特別支援部） ○ 

３３ 大田区教育委員会連携による特別支援教育の充実（特別支援部） ◎ 

３４ 「オープンフェスタ」の理解啓発事業参加 1 回 (特別支援部) ◎ 

３５ 学校開放事業は、ボランティア講座・本人講座 5 回以上の実施（特別支援部）○ 

３６ 平成 29 年度社会貢献活動モデル事業の取り組み 共生社会実現（中学部） ◎ 

 

★ 危機予防体制及び緊急時の安全体制の確立 

３７  物品の破棄、整理整頓。 校内整備・廃棄年３回。（生活   

       指導部）◎ 

３８  学校安全委員会 １０回◎ 

３９   地域保護者との心肺蘇生法研修（生活指導）△ 

４０  アクシデント報告により危険回避（生活指導部）○ 

４１  安全指導日「事故・けが 0（ゼロ）DAY」の設定と「事故防止強  

   化デー（毎月 17 日）」 毎月各 1 回（生活指導部）◎ 

４２   地域と連携した総合防災訓練の実施（福祉避難所開設訓練）  

   （生活指導部、防災教育推進委員会）◎ 

４３ 宿泊防災訓練の実施（生活指導部） ○  

 

★ 総合力の発揮と効率的な学校運営の推進 

○もてなしの心、笑顔での挨拶は生徒の手本、花と絵のある学校、保護者・地域の方の意 

見の傾聴、課題の整理と迅速な対応（全教職員）○ 



４４ 業務 OJT実施体制表、マネージメントサイクルの活用による進行管理の徹底、ミド 

ルリーダーの育成（管理職、主幹、主任、全員） △ 

４５ 服務事故防止研修及び個人情報研修及び情報機器の整理・整頓、自己管理、点検月

5回（全員、情報部） ○ 

４６ 東京都特別支援教育推進計画（二期）に基づき、新校舎改築に関する基本計画の作

成（将来構想プロジェクト） △ 

４７ 教職員の健康管理や水曜日定時退勤の推進（経営企画室、教員）△ 

４８ 特別支援学校の特性を活かしたチャレンジ雇用に推進（経営企画室）×   

４９ 経営企画室連携による適正な予算執行の指針・四半期ごとの点検（経営企画室） ○  

５０ エネルギー使用量状況報告による節電等の実施 電気・ガス・水道量  

（経営企画室・全教職員） ○ 


