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（自活・教企部） C

（教企部・各学部） B

（訪問） B

（訪問） B

（教務部） B

（小学部） C

（中学部） C

奈良県立明日香養護学校
平成29年度 学校評価総括表

教　　育　　目　　標 ○ 「明るく、強く、美しく」生きぬく人間づくり　　　　　　               　○ 児童生徒の自立と社会参加を目指した生きる力の育成 総合評価

運　　営　　方　　針
・様々な取組の目的や想いを再確認し、必要に応じて見直しや改善を図る ・教職員一人一人が学校経営の参画者であるとの意識を高める

B

・学部や分掌（部）をより組織的に機能させるとともに、相互の一層の連携を図る

①児童生徒の体調変化への適切な対応　　　　　　　　　　②教職員の医療的ケアのスキル向上及び医療機関等との連携を強化
③専門医等との連携強化及び教育内容・環境の充実　　④教職員の緊急時対応のスキル向上

児童生徒の実態に応じた教育環境づくりと完全安心の確保に向けた
取組を推進する。

①安全でわかりやすい環境整備　　　　　　　　②災害時備蓄品（医療的ケア物品・常備薬等）の整理
③災害等に対する意識や対応力の向上　　　④スクールバス安全運行及び緊急時対応スキルの向上

特別支援教育のセンター的役割を果たすとともに、インクルーシブ教
育の推進に寄与する。

①就学に向けた積極的な情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　②障害者理解の推進
③肢体不自由教育や病弱教育のセンター的役割強化　　　　　 　④地域等への積極的な情報発信

効果的・組織的に業務を推進するとともに、教職員の人権・個人情報
保護等に対する意識の向上を図る。

①日常業務等の効率化　　　　　　　　②教職員の個人情報やプライバシー保護及び人権意識の向上
③児童生徒の自尊感情の醸成　　　　④各種のハラスメントの防止
⑤積極的な学校改善の推進

・特に小中高の一貫した専門性の高い肢体不自由教育を目指す

平成28年度の成果と課題 平成29度の重点目標 具体的目標

・よりよい授業づくりに向け事例検討会や必
要な研修を実施し、学部主体による研修を
深めた。また、全体授業研修も講師を招聘し
実施した。今後も引き続き、授業改善等に向
けたと取組を推進する。
・児童生徒の自立・社会参加に向け、居住地
校交流等に取り組んできた。今後は小中高
一貫したキャリア教育の視点を意識した取組
を検討する。
・医療機関等との連携体制は構築されてい
る。今後も児童生徒の健康維持・改善に向け
て、教職員のスキルアップに取り組む。
・児童生徒の安全安心の確保に向けた取組
（緊急時シミュレーション・避難訓練等）を実
施してきた。今年度は特に保護者と連携しな
がら、災害時の備蓄品の整備を進める。

児童生徒個々の目標を共有し、より良い授業づくりや授業改善を図
る。

①実態に即した授業づくりや授業改善、学習評価の実施　  ②実態に応じた教育課程による系統的な指導
③肢体不自由教育・病弱教育の専門的指導力の向上　　    ④個別の教育支援計画の充実及び指導計画の円滑な運用
⑤肢病併置校の特性を生かした生徒の自主的活動の促進

児童生徒の自立や社会参加に向け、発達段階や障害の状況に応じ
て継続的な取組を推進する。

①キャリア教育の理解と推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②進路学習や進路体験学習の充実
③障害者スポーツ大会等への積極的な参加の推進　　　　　  ④保護者、地域等との連携強化
⑤共生社会の実現に向けた取組の推進

医療機関等との連携を強化し、児童生徒の健康状態の保持・改善を
図る。

事例検討会の実施

今年度は各学部で事例検討会を実施し、
その経過を全体会で報告するという形で
授業作り研修を実施。中学部、高等部に
加え、病弱部の事例も紹介することができ
た。
【小】感覚と運動の高次化理論を学部研
修で学び、子どもの発達プロセスを知る機
会となった。事例児の発達水準を知ること
ができ、事例児の授業をみんなで知ること
ができた。

課題共有のための支援会議の実施

個々に訪問するため、授業・学級会議や
個別の指導計画と評価について全員で
回覧や会議で確認を実施した。

1.学校評価アンケートの結果より
　　（「良かった」「まあまあ良かっ
た」の合計）

①効果的できめの細かい指導

②進路学習会や「進路トピックス」
等の発行

③教育相談、体験学習の開催

④福祉関係機関、行政、地域との
迅速な連携

⑤医療機関との連携が医療的ケ
ア及び学校保健の円滑化

⑥夏期集中学習会や進路学習会
の内容が参考

⑦配布プリントの有効活用

学校関係者評価及び分析改善方策等

複数訪問の実施

在宅での生活で担任以外のかかわりを持
つことで人との広がり持ち、通学教員や管
理職訪問を通して訪問教育への理解を深
めた。

実情を踏まえた教育課程編成・検討

各学部を中心に審議を行い、実用的な教
育課程を作成した。

学級・授業会議をとおし、課題共有
学級会議では個々の課題を共有できた
が、授業会議では不十分であった。

学級・授業会議をとおし、課題共有

定期的な会議を設定はしているものの、
実態および課題を十分に把握し、系統
だった指導が不十分であった。また、生徒
への配慮事項についても十分な共通理
解を図ることができなかった。

①
実態に即した授業づくりや授業改善、学
習評価の実施

積極的な授業支援の実施

B

B

 
B

評価項目 具体的目標 具体方策・評価指標 自己評価結果 成果と課題（評価結果の分析）

授業づく
り・授業改
善

１学期までは授業支援に入り授業改善の
話し合いを持つことができた。２学期以降
は、支援に回る教員の時間が減り、授業
に入る形をとりにくくなった。
動作の学習や身体の動きに関する授業
の支援は実施できたが、それ以外の授業
にはなかなか支援には入れていない。

【自立活動部】来年度、支援会議の場で、児童
生徒が必要とする様々な課題（新学習指導要領
「自立活動」の６区分や医療的ケア等）について
も話し合いを持つ。また、それに伴う研修や、身
体以外の授業への支援も、少しずつ広げてい
く。

【教育企画部】今後も校内支援の時間はとりにく
くなることが予想され、授業づくり支援のニーズ
はあるので、ビデオを用いて放課後に支援をし
たり、自活部や支援部などの支援との連携したり
することを含め、新しい方法を検討し実施する。
平成３０年度は従来の形で公開授業と検討を実
施する。専門性に関するニーズを探り内容の充
実を検討していく。

【小】テーマを決めて学部研究を進めていく。授
業改善に繋がる研究にする。短期目標を立てて
から授業会議をもち、個々の課題を共有してか
ら授業を作るようにする。授業記録を有効に活
用する。

【訪問教育】教育企画部から訪問授業に同行し
てもらい、教育内容や家庭の様子について、現
状を知っていただくことを継続する。
訪問教育は１人の教員が家庭に訪問するので
教員間で学習内容や目標などを共通理解する
必要がある。指導記録の活用や時間の確保、会
議の内容の工夫などを行い継続して進める。

【教務部】高等部新学習指導要領改訂に伴い、
周知徹底をはかる。個別の指導計画の運用に
関して組織的に取り組む。来年度は全校でカリ
キュラム・マネジメントのシステム化に取り組みた
い。

②

実態に応じた教育課程による系統的な
指導

教員 保護者

88.9% 96.4%

教員 保護者

85.2% 90.4%

教員 保護者

96.3% 76.2%

教員 保護者

85.2% 82.2%

教員 保護者

96.2% 91.7%

教員 保護者

88.9% 71.4%

教員 保護者

100.0% 90.5%



（高等部） B B

③ （自活・教企部） C C

（自活部） B

（指計検委員会） B

（健安部） C

⑤ （高等部） B B

（支教部・教企部） C

（小学部） B

（特活部） B

（支教部） B
（支教部） B

（高等部） B B

肢病併置校の特性を生かした生徒の自
主的活動の促進

生徒の実態に応じた自主的活動の学習内容の
工夫・充実

[肢病共通]肢病生徒が一緒に活動する中
で、友だち同士お互いに認め合ったり、気
配りやいたわったりする姿が見られた。

[肢病共通]生徒の実態の把握に努め、系
統的な指導を行った。しかし、授業担当の
教員が中心になって行っていることもあ
り、クラスの教員との連携の必要性を感じ
る。
[肢]生徒の実態により、柔軟に対応した授
業を設定することができた。生徒の実態に
より、柔軟に対応した授業を設定すること
ができた。

肢体不自由教育・病弱教育の専門的指
導力の向上

インタレスト研修、自主研修の実施

動作の学習に関する基本的な手技につ
いて研修を4回実施した。職員からのニー
ズは多岐にわたるものの、それを受けて、
基本的な研修以外で、知識や手技を深め
ることができなかった。
自立活動部と連携し６回の研修を実施し
た。

教員・保護者対象の進路研修の実施

進路主事と連携して、本校の進路指導や
卒業後の生活について研修を実施し、教
員、保護者共に理解を深めることができ
た。

研修の実施を含め情報発信ができなかっ
た。次年度の教員の研修に向けて情報収
集中。

キャリア教育の理解と推進

進路学習や進路体験学習の充実

市町村・事業所等の情報を各学部へ提供・共有

学級・授業会議をとおし、課題共有

健康面からの課題を支援計画に反映

個々の事例を受けて、対応をすることはできた。

教員研修の促進

B

進路指導計画の作成

からだ・健康に関する支援会議において
チェックリストを活用しながら児童生徒一
人一人の健康に関する実態の把握と課
題、注意点また保健スタッフや病院との連
携の必要性などを検討した。

[肢]今年度から夏休みにも進路体験学習
を行ったことは、良かった。しかし、３年生
の生徒の進路が決定しにくい現状であっ
た。
[病]３年生については、各生徒の実態に
即した進路指導計画をたて、職場体験実
習を多く実施し、生徒の希望する進路決
定ができた。一方、１・２年生については、
体調が悪かったり欠席が多かったりしたた
め進路体験学習を十分に実施できなかっ
た。

児童生徒個々の目標設定の促進

予定通り年間4回の支援会議を実施した。
時期によってある程度話し合いの内容を
規定できたので、スムーズに進めることが
できた。

【中】主に、B課程の教育課程の整理・見直しを
継続して行うと共に、授業会議の構成メンバー
を工夫しながら、教員の実態把握、課題設定力
を上げ、授業改善を行う。また、それに関する研
修等を学部で設定していく。

【高】授業会議等で、生徒の実態や課題を共通
理解できるような機会を持つ。Ａ課程の生徒だ
けでなく、高等部の全員が関われる場面を設
け、生徒の主体性を大事にする。
各授業の中で卒業後の生活を見据えて、個々
の課題やニーズに合わせた学習内容や手立て
など授業改善を進める。
肢体と病弱で学習することについては、実態を
踏まえ、教育課程や授業形態、グループ分け等
を適時検討していく。

【健康安全部】年度当初の「からだ・健康に関す
る会議」において、健康についての課題を確認
する。その後については、各学部、各クラスと相
談しながら進めていく。

【自活部】全体研修＝夏期集中学習会で２コマ
の職員研修。インタレスト研修＝５月に基本手技
の研修４回。自主研修＝月１回金曜日。その他
＝車いすの調整法、メンテナンス、修理法。

【自活部】支援会議＝４月は個々の検討と確認。
７月は「宿題シート」の確認。９月は２学期の計画
と確認。１月は年度のまとめと次年度に向けての
検討と確認を行う。クラスより「相談シート」を提
出し、スムーズ化を図る。支援会議で吸い上げ
られない内容や要望には自活部が相談担当と
なり聞き取って部内で考える。

④
個別の教育支援計画の充実及び指導
計画の円滑な運用

支援会議を年4回開催

B運用に向けての問題点等の整理

②

実態に応じた教育課程による系統的な
指導

児童生徒会活動の活性化

児童生徒
の自立と社
会参加

①

児童生徒会を年間通じて計画し、行っ
た。また、あいさつ運動やクリーンキャン
ペーンなども生徒会主導で行うことができ
た。

⑧連絡帳について

⑨個人情報の取り扱い

⑩安全教育の充実

【指導計画検討委】キャリア教育については支
援部を中心に情報発信し、研修の必要性があ
れば教育企画部と連携して進める。

【自立活動部】夏期集中学習会を実施すると共
に、保護者や家族を含めた支援者への啓発や
研修を、マニュアル化して進めていく。なお、来
年度から「動作の学習」夏期集中学習会の名称
を、「からだ　楽楽」学習会（仮称）等と、変更す
る予定。

【小】来年度の進路研修を卒業生の保護者の話
とする。進行は、支援教育部中心に行う。

【病弱】平成３０年度の近病連分科会で報告に
向け、役割分担し、研修を重ねていく。

2.分析（学校関係者評価委員会
での意見）
＜学校評価アンケートの結果につ
いて＞
〇A評価「よくできた」の数値が今
年度下がっている項目が多い。教
員は遠慮せずにもっと頑張ってい
ると自信を持って評価していいの
ではないか。逆に保護者はもっと
厳しい目で見て評価してほしい。
〇質問⑧「連絡帳が分かりやすく
書かれていた」の項目で、本年度
は「D評価（ほとんどできていな
い）」が2.4％あったことに対してど
う分析したのか？

＜防災対策について＞
〇学校で大震災が起きたら、置か
れている車いすが揺れで動いてし
まい、凶器になってしまうことを理
解して欲しい。また、子どもたちが
使っている薬が先生たちに理解さ
れていたら、その後の避難活動に
大いに助けになる。
〇防災備蓄品はまず「水」が大
切。大きなタンクで200リットルで数
万円、２～３年間は持つ。事業所
では5年持つと聞いて、用意して
いる。備蓄品として検討してはどう
か。

教員 保護者

88.9% 84.5%

教員 保護者

85.2% 82.9%

教員 保護者

88.9% 92.8%



（高等部） B

（特活
部・支
教部）

B

③ （体安部） B B

（支教部） B

（自活部） A

（自活部） C

（小学部） B

（中学部） A

（高等部） B

（教企部） B

障害者スポーツ大会等への積極的な参
加の推進

各種大会参加への積極的な啓発

奈良県障害者スポーツ大会（中、高等
部）、秋季フライングディスク大会、障害者
体育大会、ボッチャ大会、への案内を
行った。小学部から高等部までの参加者
があった。より多くの参加者を募る。

進路学習や進路体験学習の充実

B

総合的な学習の時間・HRの有効活用

卒業後を見据えて、たちばな祭では高等
部の生徒が、授業などで取り組んでいる
内容を生かし、販売をしたり、カフェを開
いたりした。（支援教育部）生徒向けの研
修や実習は、行っているが発表の機会は
設けていない。

児童生徒の居住地校への交流依頼、手
引きを郵送。３学期には事後の反省アン
ケートを校内担任に配布し現状把握に努
めた。

市町村・事業所等との連携強化

B

児童生徒が利用している放課後等デイ
サービス事業所や、卒業後の進路先の施
設見学を夏期休業中に集中して行った。

夏期集中学習会の1日実施 夏期集中学習会を実施した。母親だけで
なく、他の家族の出席も増えつつある。

保護者・支援者対象の学習会の実施

家族授業参観と集中学習会で学習会を
開催したが、動作の学習を家庭で行う必
要性を十分には伝えるまでに至らなかっ
た。

居住地校交流の促進

②

⑤ 共生社会の実現に向けた取組の推進

学校間交流の推進

B

明日香小学校３年と年度初めにプロ
フィール交換と年間３回の交流学習を持
つことができた。

学校間交流の推進

年間４回実施、また、互いの文化祭への
参加を行った。文化祭では、本校生徒の
参加しやすい内容にプログラム変更を依
頼し対応してもらったことで有意義な交流
となった。生徒の実態の幅が大きいため、
文化祭参加における移動には課題が残
る。また、Ａ課程の生徒が、交流校での授
業を受けたり、実力テストを受験する試み
も実施できた。

学校間交流の推進

[肢病共通]昨年度から、ペアになる友だ
ちをクラス単位で固定して交流するように
なり、今年度も同じ体制で交流できたの
で、見通しを持ちやすく交流も深まって良
かった。

④ 保護者、地域等との連携強化

B

[肢]Ａ課程の生徒は、進路学習や就労支
援セミナーに参加したり、個々に対応はし
ているが、学級活動として事前・事後学習
には取り組めなかった。
[病]全学年対象の進路学習会や就労支
援セミナーを実施できた。また、各学級の
HRを活用して職場体験実習や進路体験
学習の事前・事後学習を実施できた。しか
し、卒業生を招いて生の声を聞く進路学
習はできなかった。

学習成果発表の機会の促進

【小】交流教育では、「プロフィール交換」の場所
を明日香小学校の部屋を借りて行う。交流回数
は今年度通り。

【中】互いの生徒の実態に沿った交流学習が円
滑に行えるよう、教員間での打ち合わせを密に
して進めていく。

【高】交流担当教員の負担が大きかったり、単独
で動いたりしてしまったところがあるので、高等
部の教員全員が動きを把握して連携・協力して
いく。

＜Office３６５の導入について＞
〇クラウドの利用で「どこでもでき
る」と言うことは、仕事の持ち帰り
で、先生の仕事が増えることにな
らないか。
〇学校教員全員がパソコン使える
だけ普及しているのか。１人1台ず
つ配備しないで、「クラウドを利用
しよう」というよりも環境整備が先で
ある。個人のパソコン持ち込み使
用はおかしい。
〇USBメモリーの使用は紛失等が
あるので、職員が必要なときに管
理職が手渡し、終わったらデータ
を空にして返してもらうシステムに
改善を。USBメモリーを紛失した際
に、個人所有では「自分のUSBの
中にどんな情報があるかわからな
い」ケースがある。基本はUSBメモ
リーの中は空にすること。また、動
くときはネックレス（首から吊す）に
つけた「ロックの掛かったUSBメモ
リー」を首から掛けておくことが大
切である。

〇クラウドの中もきちんとセキュリ
ティーが整い、権限指定されるよう
にすることが大事である。誰でも情
報を全て見られるのではダメ。

＜個別の支援計画のシステム化
について＞
〇入学時からのデータを長年蓄
積している中で、ある特定の項目
だけ抜き出して見られるシステム
が必要である。例えば、小学部か
らの進路についてどう指導したの
か、パッと経年経過でまとまるなど
のアプリがあれば、先生方の効率
化につながるのではないか。
〇特別支援学校の子どもの個人
情報には約300件の項目があると
言われている。パソコン入力は、
ペーパーレス化であっても、パソコ
ン使用時間が増えている面もあ
る。

 ＜緊急時トランシバーの使用に
ついて＞
〇トランシーバーはどのような時に
誰がどう使っているのか。全ての
教職員が携行しているのか。

【支援教育部】より分かりやすい研修にするため
に、具体的な資料や他の特別支援学校の研修
内容の情報を収集している。各事業所の情報を
関係者に伝えるとともに、それぞれの生徒にとっ
て適した進路先を選ぶことができるように実習を
重ねる。

【特別活動部】今年度の内容を土台にしつつ、
来年度の生徒会のメンバーとも話し合いをしな
がら、児童生徒会として活躍できる場面を作って
いく。来年度も継続して「たちばな祭」での発表
の機会を作っていく。

【体育安全部】体育の授業や昼休み、学級活動
などでスポーツの楽しさを経験させ、興味関心を
高める。また、体育の授業担当者と連携をとる。

【支援教育部】平成３０年度＝学校見学会、体験
学習（２回）、地区別懇談会（２回）、市町村教委
による「動作・からだの教育相談会」、特別支援
教育研修会、特別支援教育実践研修会の実
施。
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宿泊を伴う活動への看護師派遣の調整・実施

事前打ち合わせからクラス、外部看護師と
も子どもたちの安全面を考え、来校面など
調整することができた。また、クラスや保健
スタッフからの説明、タイムスケジュールの
作成により外部看護師も本校児童生徒を
ほぼ理解して泊を伴う行事に参加できた。

主治医懇談会の実施

B

B

教員、保健スタッフと協力しながら主観的
な観察などに基づき、聴診やパルスオキ
シメーターなどの客観的データとの相関
関係を探ることは行っているが、日々の状
況を口頭や医療的ケアノートにて把握し
ているものでありデータの蓄積やそれに
基づく検討はできていない。

③

学期に1回健康相談会の実施

車いす業者により点検・調整の実施

保健スタッフとの連携及び呼吸・排痰支援の実
施

呼吸や排痰が必要な児童生徒への対応
はクラスや保健スタッフと連携を取りながら
対応している。

医ケア委員会・学校保健委員会との連携による
健康維持・向上

児童生徒の健康状態や身体の状態につ
いて木曜日にカンファレンスを開き情報交
換を行った。また学校保健委員会と連携
し児童生徒の口腔ケアについて取り組ん
だ。食の推進委員会との連携が遅くなりア
ンケートの実施が１２月になってしまった。

感染症発生時の緊急会議の実施

一人目の感染者が出た時点で校内での
活動範囲を確認し、その後の対応を関係
者で検討し学校医に相談した上で対応を
決定した。

児童生徒
の健康状
態の保持・
改善

① 児童生徒の体調変化への適切な対応

主観的見方・客観的データの相関を検討

B

専門医等との連携強化及び教育内容・
環境の充実

保護者や療法士とも、連絡を取りながら作
業等を実施することができた。

必要に応じてケース会議の実施

・必要に応じて保護者、関係機関、出身
中学校などとケース会議をもち、情報交換
を密にして、連携を図りながら取り組むこと
ができた。（のべ約１０回）

保護者、医師、学校と互いに情報交換な
どを行いながら児童生徒の健康面や保護
者への支援も行うことができた。

整形外科相談の実施

保護者や教員の不安や学習上の確認な
ど、必要に応じて相談内容をくみ上げな
がら、年間7回程度の整形外科相談を実
施している。

②
教職員の医療的ケアのスキル向上及び医療
機関等との連携を強化

主治医と授業などを見据えた医療的ケア
についての懇談を実施したり、本校の子
供たちの理解をより一層深めていただくよ
うサマりーを持参した。また、緊急に対す
る対応についても安心で安全な医療的ケ
アを展開するべく指示していただいた。

事業所との連携

登下校の時、口頭にて状況を伝えたりな
どの情報交換はできたが、それ以上の連
携はなかった。

精神科医個別相談の実施

保護者、本人、担任を対象に個別相談を
行った。２学期は日程調整がうまくいかず
１回しか実施できなかった。

経験年数別医療的ケア研修の実施

A

経験年数別ではないが、学部ことに必要
な研修の実施はほぼできた。

整形外科・療法士と学校との情報共有・連携強
化

座位保持作成等では連携できたが、訓練
内容について深めることはできなかった。

【自立活動部】学習や生活がスムーズに進めら
れるよう専門家との連携を図っていく。できるだ
け多くの児童生徒の支援ができるように、チェッ
クリスト等を利用して、全体をしっかりと把握する
ことが必要である。

【健康安全部】学校保健委員会、食の推進委員
会と年度当初から連携し児童生徒の健康維持
増進に向けて計画的に取り組んでいく。感染症
マニュアルに沿いながら随時緊急会議を開き、
学部閉鎖や学校閉鎖などについて迅速な対応
を検討していく。また速やかに全職員およびス
クールバス関係職員に情報を共有し対応を周
知する。

【医ケア委】各学期毎の健康相談会について
は、「保護者との情報交換」及び「小児科Dr.と学
校との連携」については達成できていたが、平
成30年度は保護者と連携し、テーマを決めたも
のを入れていく。

＜在籍児童生徒数について＞
〇訪問教育の児童生徒数が増え
ている。
〇医療的ケア児の増加に伴い、
今後は、ドクターが必要とか、長期
的な視野も必要ではないか。
〇児童生徒数が100人くらいは、
明日香養護が始まった頃に想定
していた人数であった。
〇校舎の耐震工事は済ませてい
るが、児童生徒数増加に伴い、今
後は増築でなく、建て替えの計画
はあるのか。
〇病弱教育部門の生徒について
は増える傾向にあるのかどうか。
〇受け入れる子どもの障害種別
にいつまでこだわるのか。地域の
いろいろの障害の子を受け入れる
のが「特別支援学校」でないか。

 ＜保護者連絡でのマメール使用
について＞
〇「ライン」でも同じだが、個人の
氏名使用は注意が必要。誰が見
るか分からないので、ダイレクトな
個人情報が流れないように。ま
た、メールを見ていない人の確認
はできないので注意。
〇電話による連絡網については
継続しているのか。

＜外部講師による研修について
＞
〇外部講師を招いての研修は
行っているのか。

＜センター的機能について＞
〇センター的機能の役割は、障
害種別で「肢体不自由児」に限っ
ているのか。発達障害等含めた地
域のセンター的な役割か。

【医ケア委】医療的ケア児に対する主観的な観
察点をあげ、そこにクラスと連携し客観的データ
を記載し、わかりやすくまとめた上で、必要な事
項についてクラスと検討していく。医療的ケアに
関する研修は、学部に必要な研修について情
報収集し、来年度実施の参考とする。
宿泊を伴う活動への看護師派遣については、本
年度同様、事前に来校してもらい、児童生徒理
解に努める。また、タイムスケジュールなどの検
討、伝達についても同様に行う。

【医ケア委】医療的ケア児の主治医との懇談に
ついては、本年度同様、主治医に「授業を見据
えた医療的ケア実施」への理解に努めて行う。
できれば、多くの医師に本校に来校していただ
き、児童生徒理解に努めたい。
事業所との連携については、事業所と児童生徒
の健康面や医療的ケアについて保護者を通じ
て情報交換会を実施したい。

【病弱】ケース会議は、今後も必要に応じて取り
組んでいく。
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④ 教職員の緊急時対応のスキル向上

緊急シミュレーションの実施

B

年間計画に沿って各学部と相談しながら
実施した。２学期のシミュレーションでは、
嘔吐対応だけでなく実際の人形でハイム
リック法や背打法の練習、感染症マニュア
ルの周知などを行った。

救命救急講習の実施

夏期休業中に全職員対象に実施した。消
防署と事前に打ち合わせでは、本校の児
童生徒の実態を伝えるとともに３日間講習
内容に違いが出ないように伝え実施した。

ヒヤリハット・アクシデント報告の徹底及び迅速な
フィードバック

報告書を回覧する中で質問や加筆などの
書き込みがあれば、当事者に一旦返却し
個人やクラス、学部等で再検討してから、
全職員へフィードバックを行った。

緊急時対応の研修推進
肢体不自由部門とともに行った。学部内
でも緊急時の対応について確認を行っ
た。

②
災害時備蓄品（医療的ケア物品・常備薬
等）の整理

常備薬・必要物品の計画的整備の推進

教育環境
づくりと安
全安心の
確保

① 安全でわかりやすい環境整備

ＩＣＴ・ATの充実

B

③ 災害等に対する意識や対応力の向上

災害等対応訓練の実施

B

④
スクールバス安全運行及び緊急時対応
スキルの向上

月1回打合会を実施し、スクールバス介助員へ
の緊急対応等の周知

B

年度当初のマニュアル確認、及び新入
生、転入生のマニュアル確認を随時行っ
た。またバス内での座薬、嘔吐マニュア
ル、緊急カードとマニュアルの整理を行っ
た。

スクールバス内でのヒヤリハット・アクシデント報
告の周知

大きな怪我はなかったが鞄の取り違えが
あった。個人情報に関わることなので介助
員の方々に会議を持っていただき対策を
講じてもらった。

火元・設備の安全担当を決め、年三回学
期末に一斉の点検を行った。異常のある
ところは事務に報告をした。

プール学習の円滑実施と機器管理

B

体育安全部、医療的ケア委員会と連携し
災害に必要な個々の物品、また学校全体
として必要な物品の整備に努めた。保護
者には、個々の物品について提示した段
階。

医療的ケア物品の計画的整備の推進
体育安全部・健康安全部と連携し災害に
必要な物品について提示した。

B

研修としてはスイッチ関連が中心でICT関
連は少なく偏りができてしまったが、活用
する上でのニーズは高い。

校内のわかりやすい環境整備の推進
給食室前にデイジー図書を閲覧できるよ
うな空間を特別活動部と連携し設置。

計画的な環境美化の推進
職員清掃は行事と重なったときがあった
が、臨機応変に対処できた。掃除用具が
足らないところや、古いものがある。

計画的な施設点検の実施

３学期の地震避難学習は、トランシーバー
を使って避難を行った。より実際の場面を
想定しての避難訓練が必要。

地域関係機関（消防所・保健所等）との連携

地域で安心して生活を送るための災害に
関する備えや関係機関（保健所・消防な
ど）に保護者と協働して情報提供を行っ
た。

プール使用日は、体育安全部員が朝の
準備に立ち会い、機器の点検等を行っ
た。各学部に部員が配置されたので、連
絡を密にすることができた。

教材・教具の整備点検の実施
各学期末には整備点検帳を配り、点検を
行った。

【健康安全部】スクールバス介助員への緊急対
応マニュアルの周知徹底とともに、変更があった
ときには速やかに連絡する。また来年度は緊急
時対応シミュレーションで消防署と連携し指導し
てもらう。（３年に１回）
物を投げる、異食がある、近くの友だちに手を伸
ばすなど特に注意が必要な児童生徒について
は、スクールバス連絡会で担任より周知徹底す
る。

【教育企画部】ICT関係では、Ipadは経年により
動きが鈍くなってきた。メンテナンスや計画的な
更新計画が必要か。ICTの整備ではWiFi環境
で課題があるため今後は職員室を含め全体的
な整備が必要か。今後もランドマークとなるよう
な環境づくりおよび整備特別活動部と連携しな
がら行いたい。
【体育安全部】環境美化については、年度初め
に掃除用具の一斉点検を行い、補充や交換を
行う。施設点検については、時間を決めて確実
に一斉点検を行う。プール学習は、児童生徒の
増にともなう計画的施設の利用を、安全に留意
して行う。また、施設の老朽化にともなう点検・管
理を引き続き的確に行う。

【体育安全部】大規模地震発生時の対応及び、
「災害対応マニュアル」を職員へ配布し、内容の
周知徹底を行う。
【医ケア委】災害時備蓄品について、早急に、書
類、物品など体育安全部、健康安全部、PTAと
連携し必要物品をそろえ、平成３０年度、運用で
きるように努める。
【訪問教育】緊急時の対応について、各保健所
独自に取り組みをされている部分を確認してい
く。保健師との連携は今後も継続し家庭や医療
を含めた課題に対して教育も協働し災害時の情
報共有についても継続して進めていく。
【健康安全部】災害時備品備蓄については、
PTA役員会で個々の物品について検討を重ね
ていく。また学校全体での必要物品についても
体育安全部、医療的ケア委員会と連携し整備し
ていく。

【健康安全部】緊急対応シミュレーションについ
ては、「目の前の児童生徒の命を自分が救う」た
め、教員一人一人の知識技量の向上を目指し
て取り組む。
「救命救急講習」については、基本的な救命救
急から児童生徒の実態に沿った対応まで幅広
い内容の講習を平成30年度も実施する。事前ア
ンケートで質問事項を聞き取り、救命士と打ち合
わせてから実施する。
ヒヤリハット・アクシデント対策については、当事
者および当該クラスと検討しよりよいものにして
いく。なお今年度のヒヤリハットをうけ、来年度よ
り食物アレルギーに関する体制作りを整備して
いく。

全体総括及び次年度への改善点

「動作の学習」は、インタレスト研
修等の機会をとおして基本手技の
スキルアップする仕組みが準備さ
れている。（本校の特長）
「医療的ケアの充実」についても、
年度当初に児童生徒の実態に応
じた医ケアの個別研修を合格する
まで行うなど、安全安心を確保す
るための仕組みがある。（本校の
特長）
授業改善については、教育企画
部による授業支援、事例検討会、
授業作り研修が行われている。ま
た、個別の指導計画作成にあって
は、関係者による協議を経て共有
され、長期目標・短期目標など、
丁寧かつ適切に設定されている。
さらに授業会議等で児童生徒の
実態の確認や評価についても話
し合われている。
しかし、日々の授業においては、
計画との関連を図りながら、効果
的な指導が「Ａ　よくできた」と回答
した教員の割合が低い。このこと
は教員各自の自信の無さが表れ
ていると考えることができる。これら
を踏まえ、次年度の改善のポイン
トをしぼって取り組みたい。
↓
①目標に応じた授業方法（教材づ
くり）を全体や個々の教員が再検
討することで授業改善につなげる
とともに、児童生徒の学ぶ喜びや
意欲の喚起につなげることを意識
する必要がある。
②「学校評価アンケート」の内容の
見直しについて
保護者は客観的に応えられる内
容（訪問教育の保護者用の内容も
検討）に。教員は６つの重点目標
のそれぞれの取組（各１～２をピッ
クアップ）に対し、主観的（当事者
意識で）に自己評価できる内容
に。
ただし、保護者と教員は質問の文
言は異なっても、観点（カテゴ
リー）は合わせるとともに、評価の
観点は１質問１観点とする必要が
ある。



① （支教部） A A

② （高等部） A A

③ （支教部・教企部） B B

（自活部） D

（病弱部） B

（小学部） B

（中学部） B

（高等部） B

（特活部） B

① （総務部・教企部） C C

（教企部） B

③

④ （学安衛委） B B

（各部） B

センター的
役割とイン
クルーシブ
教育の推
進

就学に向けた積極的な情報提供　
学校見学会等を通し、就学前保護者への情報
提供

B

本校に就学を考えている保護者、本人に
対して概要説明や校内見学等を実施し、
理解してもらうことができた。

週予定を低高別に表で表し見やすくし
た。随時グループ学習の内容も知らせる
ことができた。

学部通信の発行
年間16回発行。授業や行事の様子、月行
事等の情報発信を行ってきた。

学部通信の発行

文化的行事の地域への公開実施
たちばな祭を計画し、地域の方々にも学
校を知ってもらえる機会とした。

[肢病共通]保護者向けに毎月発行できた。

特別支援研修会の実施をとおし、専門的教育の
スキルアップを推進

実践発表の支援を行った。（支援教育部）
地域の幼・保・小・中の特別支援教育に関
わる教員に対して研修会を行った。講義
や実技、教育相談等を通して理解しても
らえた。近年は肢体不自由のみならず発
達障害の子どもの相談が増えてきている。

障害者理解の推進 学校間交流の推進（再掲）

[肢病共通]学校間教員で、打ち合わせと
反省を毎回交流時行った。生徒について
は、第１回目の交流で車いす体験を行っ
た。

肢体不自由教育や病弱教育のセンター
的役割強化

④ 保護者・地域等への積極的な情報発信

「動作・身体に関する相談会」「教育相談会」を
実施し、手技等の伝達

B

相談でできる限り、ねらいや手技を伝達し
ているが、継続的に連絡を取っていかな
ければ取り組みの定着が難しい。

奈病連等の開催

児童生徒の自尊感情の醸成

効率的・組
織的な業務
運営と人権
等の意識向
上

日常業務等の効率化 ｏｆｆｉｃｅ３６５の有効活用の検討

B

学校として業務の中でいかに活用するか
については総務が行った。
各分掌でグループを作り、メールやデータ
のやりとりを行うなど、活用の具体策を提
案した。総務部では、部会記録をデータ
記録した。
・紙資源の節約には結びついていない。

②
教職員の個人情報やプライバシー保護
及び人権意識の向上

情報管理の徹底

B

B
児童生徒の主体性を尊重したかかわりに
ついて検討をしてきた

各種のハラスメントの防止 定期的な状況確認

毎月1回、学校安全衛生委員会を健康管
理医委を招いて実施することができた。次
年度も継続する。

⑤ 積極的な学校改善の推進

各行事後の保護者アンケートの実施

B

【小】授業参観毎にアンケートを実施し、
結果を分析して学部内で反省を行った。
また、年度当初に昨年度の結果と改善策
を保護者に示した。
【高】[肢病共通]おおむね、良いとの回答
が返ってきた。

【教育企画部】運用上のサポートは教育企画部
で行っていく。来年度からは人権関係のほかの
内容と合わせて計画。

【総務部】職員会議では、Teacher$にデータ保
管し、PDFファイルにて閲覧していたが、来年度
はOffice３６５のOnedrive上にフォルダを作り、職
員会議で活用していく。

【小】来年度も「保護者アンケート」を継続し、保
護者の意見を学校活動に生かしていく。

【高】保護者アンケートに対する回答だけでな
く、保護者会や懇談等での保護者からの意見を
しっかりと汲み取っていく。全校児童生徒のプライバシーに関するア

ンケートを実施し、写真等の公開、掲示な
どの可否の把握に努めた。校内の個人情
報ヒヤリハット事案を報告した。

「児童生徒が主体となるよりよい支援」研修の実
施

（教企部）

病弱虚弱、院内学級に案内を送り、予定
通り開催することができたが、入会が少な
かった。来年度は、病弱虚弱学級の把握
が困難になる。総会が９月開催のため、近
病・全病連大会の案内ができない。

低高別通信・グループ別通信の発行

【自立活動部】負担なく、効果的・継続的な支援
の方法を考えることが必要である。
【病弱】病弱虚弱学級の把握が困難になってき
たため、来年度は奈特研総会で、入会案内を行
う（了解ずみ）。近病連・全病連大会の案内は、
平成３０年度の総会で行う。
【小】低・高別通信を情報発信の手段の一つとし
て、今後も継続する。
【中】学部通信は、行事後にはタイムリーな発行
を今後も心がけていく。また、生徒自身も読みや
すいように今後もルビをふって発行していきた
い。
【高】学校間交流の推進については、相手校教
員や生徒に向けて障害者に対しての理解を、交
流学習の事前・事後だけでなく、実際に交流す
る中でも取り組んでいく。「地域」や「積極的な情
報発信」のキーワードに対しても、考えていく。

【教育企画部】実践発表は個人のまとめになる
ので要請があれば支援を行う。平成３０年度も
「特別支援研修会」を継続して地域に公開し、
学校を知ってもらう機会を作っていく。

【支援教育部】次期の人材育成を考え、研修会
等の講師を育成する。



（未構委） A

（総務部） B

（総務部） C

（総務部） B

② （総務部） B B

ＰＴＡ・同窓
会の活性化

① ＰＴＡ活動の充実

平成３１年度全肢Ｐ奈良大会に向けた体制整備
及び奈良養護との連携

B

総務部内より担当教員を１名配置し、今年
度は全肢Ｐ東京大会に参加した。大会期
間中、教員の支援などを見学した。
奈良養護学校との合同実行委員会を２回
開催し、大会スローガンやタイムスケ
ジュール、大会日程などを検討し、来年
度の福井大会への視察時に具体的な見
学場所を割り振りした。

同窓会活動の充実支援

学校グランドデザインの作成

【総務部】全肢Ｐ実行委員会について今後も教
頭間で連絡を取り合ってもらい、大会開催に向
けて資料作りな計画を補佐し進める。
ＰＴＡの活動は、教員の見えないところでの活動
であったり、学校を支えている予算であったりす
るので、今後も教職員へその活動を伝えていく。
ＰＴＡ連絡網は廃止し、「臨時休業」などの連絡
についてはメールを主に行っていく。
児童生徒の慶弔について、保護者の意向を尊
重し、管理職、主事、主任などで協議の上、連
絡する場合は、担任より連絡する。PTA役員に
ついては、メール配信にて連絡する。
同窓会については、今後も同窓会長と連携し、
年１回同窓会を開催できるように協力していく。

ＰＴＡ活動の教職員への周知
年間５回の役員会記録を職員室掲示板に
張り出し、教職員へ啓発した。

個人情報の観点からＰＴＡ連絡網の改善検討

年度初めには、学級単位での連絡網を作
成配布した。
PTAからの要望によりメール一斉配信によ
る連絡システムを導入した。

同窓会総会の運営支援

同窓会長とメールで連絡を取り合い、総
会資料や当日の運営打ち合わせを行うこ
とができた。同窓会は年１回、５月中旬に
実施できた。
同窓会役員は、負担に感じていて、今後
役員を新しい世代に引き継ぐことも検討し
たいとの思いもある。

B

平成29年度グランドデザインを作成し、
ホームページ及び学校要覧に掲載した。


