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府立平野支援学校
校長 牛尾 慶一郎

平成 28 年度

学校経営計画及び学校評価

１ めざす学校像
一人ひとりの生命と個性を尊重し、障がいの状況と心身の発達に応じたきめ細かい教育を行い、豊かな人間性を育み、社会の一員として「強く」「明るく」
「元気に」生きる力を育てる。
２ 中期的目標
１

児童・生徒の自立に向けた教育活動の推進

（１）サークル活動・学部活動・体験学習の充実を通じ、児童・生徒の生きる力を育み、教員の授業力を向上させる。
※平成 28 年度は本校の特色ある取組みを継続するとともに、保護者アンケートを活用し、各学部・各サークルの取組みについて検証する。
※総合的な学習の時間や学校行事の実施にあたり、外部評価や外部人材活用を積極的に行い、教員の指導・支援の質を高めるとともに、授業力の
向上につなげる。
（２）卒業後の自立と社会参加に向け、小学部から高等部まで連続性・系統性のあるキャリア教育を推進する。
※キャリア教育に関する調査・研究を継続する。
※研究部と進路支援部が連携し、本校におけるキャリア教育の指針を策定する。
※「個別の教育支援計画」および「個別の指導計画」にキャリア教育の視点に盛り込み、卒業後の支援につなげる。
（３）認知やコミュニケーションに関する指導・支援にＩＣＴ機器を積極的に活用し、指導・支援の質を高める。
※平成 28 年度に未整備であったＩＣＴ機器を導入する。
※導入した機器を活用し、実践事例を蓄積するとともに、ＩＣＴ機器に関する研修会を実施する。
（４）児童・生徒が安全に安心して学校生活を送ることができるよう、看護師や外部専門家との連携を強化し、学校力の向上を図る。
※平成 28 年度は新たな看護師配置のもと、保護者が安全・安心を実感できる校内体制を確立する。
※療育相談で得た助言を日々の授業に活かし、その取組みについて事例報告会を実施する。
※学校看護師や福祉医療人材による研修会を実施する。
２

教職員の人材育成

（１）日常的なＯＪＴの推進に努め、教職経験年数が少ない教職員の資質・能力の向上を図る。
※平成 28 年度は 10 年経験者研修「メンタリング」と連携させ、初任者研修対象者 3 名に対し校内ＯＪＴの取組みを始める。
※本校におけるメンタリングシステムの拡充を見据え、ＯＪＴに関する手引きを作成する。
（２）学校組織マネジメントを経験できる校内体制を整え、学校運営の中核を担うミドルリーダーの育成を図る。
※新たに学部・分掌・委員会の長に就いた教職員を対象に、校長による定期的な面談を実施する。
３

学校・家庭・地域との連携

（１）特別支援教育を推進するため、校内研修等による教職員の専門性向上とセンター的機能の充実を図る。
※地域の学校園と連携し、本校の特色である交流及び共同学習の取組みを維持継続する。
（２）
「ともに学び、ともに育つ」教育を推進するため、交流及び共同学習のより一層の充実を図る。
※交流の機会を増やし、質を高めるため、地域住民や交流校の児童・生徒、教員へのアンケートを実施する。

【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会からの意見】
学校教育自己診断の結果と分析［平成 29 年 1 月実施分］
○保護者と教職員を対象に実施
今年度は従前の「保護者アンケート」「教職員アンケート」を改編し、
学校教育自己診断を行った。保護者の回収率が 73％であったのに対し、
教職員の回収率は 50％である。今後は外部評価の重要性と学校教育自
己診断の位置づけを丁寧に説明し、本校の教育活動の振り返りと改善
につなげたい。
○保護者による評価
【指導や支援、児童・生徒理解に関するもの】
いずれも、90％以上の肯定的な回答があり、一定の評価を得ているこ
とから、引き続き、本校の強みである「優しさ」をキーワードに教育
実践を積み重ねたい。
【進路に関するもの】
否定的な回答が 8％あり、具体的な原因を探ったうえで、進路指導の
充実とキャリア教育の推進を図りたい。
【道徳教育・人権教育に関するもの】
「わからない」を含めると、否定的な回答が 33％に達することから、
来年度の取り組みの重点に道徳教育及び人権教育の充実を加える。
【情報提供に関するもの】
否定的な回答が 10％あり、家庭との連携、学校ホームページの充実等、
情報提供に関するあらゆる手立てを充実させる。

学校協議会からの意見
第１回（6/3）
・目標設定に関して、昨年度はその前年度の数値目標のうち、達成できなかった項目
から目標が設定されていた。今後は目標達成に向けた取組みについて、経年変化が
わかる工夫が必要である。
・教員の専門性とは、特別支援学校においては障がい種別の対応の仕方などがそれに
あたるが、教職員の異動を考えると、一定の水準を保つのは難しく、恒常的な課題
と言える。
第２回（11/29）
・キャリア教育の推進にあたっては、進路支援部との連携が必要ではないか。
・９月に実施したキャリア教育に関する校内研修会の内容と成果はどうか。
・人材育成に係って、今後、ＯＪＴをどのように展開するのか。
・人を育てることは、とても時間のかかる作業だと実感している。メンターとメンテ
ィーが良好な関係を築くためには、優しさや思いやりといった、「人」（人柄、人格）
に尽きると思う。
第３回（2/22）
・今年度から実施された「高等部祭」は「もちつき大会」に代わる行事として評価で
きる。今後は、
「ひらの夏まつり」のように、保護者の参加も検討してほしい。
・
「もちつき大会」は衛生面を考慮すると賛否両論がある。しかし、重度の障害がある
児童生徒に季節を感じさせる行事や体験は必要である。
・学校教育自己診断における道徳教育・人権教育に関する質問は、具体的な評価対象
が示されないと回答が難しいのではないか。
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３

本年度の取組内容及び自己評価
中期的
目標

今年度の重点目標

具体的な取組計画・内容

評価指標

（１）サークル活

（１）

動・学部活動・体験

ア・府への移管後も本校の特色ある取組みを継 ア・保護者アンケートにお

自己評価

（１）
ア・10 月の日曜参観で実施した保護者アンケート

学習の充実を通じ、

続するとともに、保護者アンケートを活用

ける総合的な学習に

における総合的な学習に関する質問で肯定率

児童・生徒の生きる

し、各学部・各サークルの取組みについて

関する質問で肯定率

100％に達し、本校の特色であるサークル活

力を育み、教員の授

検証する。

90％

動・学部活動・体験学習の取組みに評価を得て

（平成 27 年度 88％）

いる。
（◎）

業力を向上させる。

イ・総合的な学習の時間や学校行事の実施にあ イ・教員アンケートにおけ
る授業力向上の取組
たり、外部評価や外部人材活用を積極的に行

イ・１月に実施した教員アンケートにおける授業

みに関する質問で肯

得た。引き続き、授業力向上に関する取組みを

定率 80％

行いたい。
（○）

い、教員の指導・支援の質を高めるとともに、
授業力の向上につなげる。

（２）卒業後の自立
と社会参加に向け、
小学部から高等部

（２）
ア・昨年度に引き続きキャリア教育に関する
調査・研究を継続する。

まで連続性・系統性
のあるキャリア教
育を推進する。

イ・研究部と進路支援部が連携し、本校にお
けるキャリア教育の指針を策定する。

力向上の取組みに関する質問で肯定率 88％を

（平成 27 年度未実施）
（２）
ア・キャリア教育に関する

ア・９月 28 日（水）に外部から講師を招き「重

校内研修を 9 月に実施

度・重複障がいのある児童・生徒の少学部から

する。参加者アンケー

のキャリア教育」を内容とする校内全体研修会

トで満足度 80％

を実施し、95％の肯定的な感想を得た。
（◎）

イ・各学期に 1 回、本校に
おけるキャリア教育

イ・研究部において、継続的に本校のキャリア教
育の在り方について検討した。
（○）

の在り方について検
討会を実施する。

ウ・
「個別の教育支援計画」および「個別の指
導計画」にキャリア教育の視点に盛り込

１
児
童
・
生
徒
の
自
立
に
向
け
た
教
育
活
動
の
推
進

み、卒業後の支援につなげる。

ウ・
「個別の教育支援計画」 ウ・「個別の教育支援計画」および「個別の指導
および「個別の指導計

計画」に特化した研修会は実施できなかった

画」に関する研修会を

が、来年度に向け、支援相談部が中心となって、

実施する。

「個別の教育支援計画」
「個別の指導計画」
「個

（平成 27 年度 1 回）

別の移行支援計画」、各様式の見直しを行う。
（△）

（３）認知やコミュ

（３）

（３）
ア・校長マネジメント経費

ア・計画通り、校長マネジメント経費を活用し、

を活用し、昨年度に整

ＩＣＴ機器等を導入することにより、児童・生

備できなかったＩＣ

徒の認知やコミュニケーションの指導や支援

ＣＴ機器を積極的

Ｔ機器を平成 28 年 9

に役立てることができた。
（○）

に活用し、指導・支

月までに導入する。

ニケーションに関
する指導・支援にＩ

援の質を高める。

ア・今年度中に未整備であったＩＣＴ機器を
導入する。

イ・導入した機器を活用し、実践事例を蓄積
する。

イ・導入した機器を活用し

イ・研究授業という位置づけ以外にも、日常的に

た研究授業を平成 28

ＩＣＴ機器等を活用した授業を実施すること

年度末までに各学部 1

ができ、指導や支援の質を高めることができ

回以上実施する。

た。（○）

（平成 27 年度未実施）
ウ・ＩＣＴ機器に関する研修会を実施する。

ウ・ＩＣＴ機器に関する研

ウ・７月 27 日（水）と８月 30 日（火）に本校教

修会を年 2 回実施す

員による「ＩＣＴ機器を使った授業の展開」を

る。

テーマに研修会を２回実施した。その結果、Ｉ

（平成 27 年度 1 回）

ＣＴ機器を活用する教職員の増加につながっ
た。（○）

（４）児童・生徒が
安全に安心して学
校生活を送ること
ができるよう、看護

（４）
ア・平成 28 年度は新たな看護師配置のもと、
保護者が安全・安心を実感できる校内体
制を確立する。

師や外部専門家と
の連携を強化し、学
校力の向上を図る。

（４）
ア・保護者アンケートにお

ア・今年度は保護者アンケートを改編し、学校自

ける医療的ケアに関

己診断として実施したため、医療的ケアに関す

する質問で肯定率

る質問を盛り込むことができなかった。個別の

90％

聴き取り等で補う予定である。
（△）

（平成 27 年度 72％）
イ・療育相談で得た助言を日々の授業に活か
し、その取組みについて事例報告会を実
施する。
ウ・学校看護師や福祉医療人材による研修会
を実施する。

イ・事例報告会を平成 28

イ・療育相談で得た指導や助言は随時、学部会等

年度末までに各学部 1

で情報共有することができ、児童・生徒の理解

回以上実施する。

につながった。
（○）

（平成 27 年度未実施）
ウ・研修会を平成 28 年度

ウ・外部専門家による研修会を実施し、指導や支
援の質を高めることができた。
（○）

末までに 3 回以上実施

７月 25 日（月）
「危機管理のための介助法」

する。

７月 26 日（火）
「摂食指導と姿勢づくり」

（平成 27 年度 3 回）

12 月 14 日（水）「てんかんについて」
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（１）日常的なＯＪ

（１）

（１）

Ｔの推進に努め、教

ア・平成 28 年度は 10 年経験者研修「メンタリ

ア・5 月下旬までにペアリ

ア・10 年次研修対象者１名と新しい講師 1 名とを

ング」と連携させ、初任者研修対象者 3

ングを決定し、全教職

ペアリングし、10 年次研修の一環として、校内

名に対し校内ＯＪＴの取組みを始める。

員に対し、ＯＪＴの意

ＯＪＴを実施しするにとどまった。ＯＪＴの効

義を説明したうえ、Ｏ

果を高めるには、業務内容が共通し、課題など

ＪＴを開始する。

が共有し合える同じ学部、分掌でペアリングす

職経験年数が少な
い教職員の資質・能
力の向上を図る。

ることが必要である。（△）
イ・本校におけるメンタリングシステムの拡充 イ・夏季休業中に「ＯＪＴ

イ・上記のような課題があることから、ＯＪＴの

２

を見据え、ＯＪＴに関する手引きを作成す

実施手引き」を作成す

取組みを全校的に広げることができず、「ＯＪ

教
職
員
の
人
材
育
成

る。

る。

Ｔ実施手引き」の作成に至らなかった。
（△）

ウ・年度末に効果検証を行う。

ウ・教職員アンケートにお

ウ・全校的に広げることができなかったことか

ける効果を問う質問

ら、全教職員を対象とするアンケートに、ＯＪ

で肯定率 90％

Ｔに特化した質問項目は入れるのはふさわし
くないと判断した。
（△）

（２）学校組織マネ

（２）

（２）

ジメントを経験で

ア・今年度、新たに学部・分掌・委員会の長に

ア・校長による面談を年３

きる校内体制を整

就いた教職員を対象に、校長による定期的

え、学校運営の中核

な面談を実施する。

ア・、６月、９月、１月以外にも、随時、面談を

回（６月、９月、１月）

実施することができ、学部・分掌・委員会の長

実施する。

が抱える、その時々の悩みや課題を引き出すこ
とができた。（○）

を担うミドルリー
ダーの育成を図る。

（１）特別支援教育
を推進するため、校
内研修等による教

（１）
ア・経験年数の少ない教員への校内サポート
体制を充実させる。

職員の専門性向上
とセンター的機能
の充実を図る。

３
学
校
・
家
庭
・
地
域
と
の
連
携

（１）
ア・学級等で児童・生徒へ

ア・研究部が中心となって、研修会等で特別支援

の指導や支援につい

教育に関する知識を共有することができた。と

て情報交換できる時

りわけ、経験年数の少ない教員にとっては効果

間を日常的に設ける。

的であった。（○）

イ・支援相談部・リーディングスタッフ・コ

イ・平成 28 年 7 月に、一

イ・毎月の職員会議毎に、地域からの支援相談に

ーディネーターが連携して、校内外で特

学期に行った支援相

ついて、詳細な報告がなされ、全教職員で情報

別支援教育を推進できる体制を確立す

談を振り返り、体制が

を共有することができた。
（○）

る。

整っているかどうか
検証する。

（２）
「ともに学び、 （２）
（２）
ともに育つ」教育を ア・府への移管後も、地域の学校園と連携し、 ア・平成 28 年 5 月までに

ア・校長マネジメント経費を活用し、今年度も計

推進するため、交流

本校の特色である交流及び共同学習の取

従前の取組みが維持

画通り、地域の学校園との交流や共同学習を進

及び共同学習のよ

組みを維持継続する。

できるよう、校長マネ

めることができ、「ともに学び、ともに育つ」

ジメント経費を活用

教育を推進することができた。
（○）

り一層の充実を図

し、年間の計画を立て

る。

る。
イ・交流の機会を増やし、質を高めるため、

イ・平成 29 年 2 月までに

イ・２月の授業参観におけるアンケートで、地域

地域住民や交流校の児童・生徒、教員へ

アンケートを実施し、

の方からの回答は 75％にとどまった。引き続

のアンケートを実施する。

回収率 80％をめざす。

き、地域の声を拾う手立てを検討したい。
（△）

