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【小】キャリア教育についての研修２年目のテー
マに沿って、授業改善につながる研修にする。

【中】授業改善シートの活用を継続し、より効率
化した授業会議を目指す。また、改善点等はす
ぐに修正や変更ができるよう教員間での忌憚な
い意見交換ができるような人間関係を作ってい
く。

【高】［肢病共通］生徒たちが自主的に活動でき
るような環境調整や言葉かけを教員が考えて
行っていく。
ミーティングや学部会等も活用し、生徒の実態
共有や注意事項だけでなく、現状の共有およ
び今後の展開や関わり方についても丁寧に共
有できるようにする。

【訪問】訪問教育の児童生徒が増え会議の時
間が長くなるが、情報共有は大切なので継続
する。個別の指導計画の確認会議では、写真
や動画を使用しより子ども達のことが伝わりや
すかったので来年度も行っていく。
複数訪問の実施については来年度も継続し、
拠点校の変更に向けて、夏休みに奈良養護学
校の教員の同行訪問を連携して進めていく。

【教務部】授業改善においては、再来年度より
校務システムが導入されることとなり、県内特別
支援学校の指導計画の統一に向けて校内外
で調整していくことが課題となる。

【自立活動部】授業支援の入り方は、学級と自
立活動部長で計画の上実施している。支援会
議を充実させることで、身体の動きはもちろん、
感覚機能の活用、学習姿勢等についても、学
部部員と調整しながら支援していきたい。

1.「学校評価アンケート」（平成30
年度）の保護者と教員の比較
（「良かった」「まあまあ良かった」
の合計）

①子供の学習課題に応じた学習
指導

②個別の教育支援計画及び指
導計画に即した効果的な指導

③進路学習や進路体験学習の
充実

④保護者との連携

⑤適切な保健室対応や健康管理

事例検討会の実施

学部での詳細な事例検討を行うことがで
きた。
教員全体での縦割りグループでの検討を
行うこともできた。学部内だけでは出ない
アイデアなど多くの意見が活発にやり取り
された。全職員に病弱教育部や訪問教
育の取組の共通理解のきっかけにもなっ
た。
また、意見をまとめて配布、3学期の授業
改善に活かすことができた。
さらに事例検討が進むよう、研修方法を
改善していく。

課題共有のための支援会議の実施

学級会議や個別の指導計画,評価につ
いて訪問教員全員で確認することや、訪
問会議で子ども達の状況や課題を報告、
話し合うことで訪問の教員間で課題を共
有することができた。

複数訪問の実施

担任や副担任の教員以外の関わりを持
つことで人との関係を広げた。また、管理
職や通学の教員の訪問を通して訪問教
育への理解を深めることができた。

学校関係者評価及び分析

授業づく
り・授業改
善

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

Ａ

Ａ

【自立活動部】動作の学習や身体に関す
る支援を中心に進めてきた。全体を見渡
しながら相談・支援を充実させていきた
い。
【教育企画部】計画していた分掌部員全
員での研修を兼ねた授業支援はできな
かった。しかし、授業づくり研修とあわせ
て支援を行うことができた。また、教育企
画部員が授業支援をする業務があること
が認知されており、相談をもちかけていた
だくこともあった。この方法が授業づくりと
授業支援の進行に大きな効果があった。
新しい形の授業づくり研修に合った支援
方法を検討する。

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） 改善方策等

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２９年度の成果と課題 平成３０年度の重点目標 具体的目標
＜成果＞
・「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。
・「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。
・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。

＜課題＞
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」の内容の見直しを行う。

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推
進する。

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。

奈良県立明日香養護学校

平成３０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

教員 保護者
91.7% 98.8%

教員 保護者
81.9% 97.6%

教員 保護者
65.3% 57.6%

教員 保護者
93.1% 94.1%

教員 保護者
97.2% 100.0%



（教務部） Ａ

（小学部） Ａ

（中学部） Ｂ

（高等部） Ｂ

③
（自活・
教企
部）

Ａ Ａ

（自活部） Ｂ

（教務部） Ｂ

（健安部） Ｄ

⑤ （高等部） Ａ Ａ

⑧災害時に備えた避難・防災指
導や対策

⑨肢体不自由教育や病弱教育
のセンター的役割

⑩積極的な情報発信

⑪個人情報の取り扱い

【健康安全部】毎学期ごとに、健康に関する
テーマ（肥満・歯科など）を、部員を通じて要望
を聞き、決めて、学部へアプローチする。医ケ
ア部と連携して取り組む。

【教育企画部】・学部研修を職員全体で共有で
きたことがよかった。口頭で呼びかけるだけでな
く、資料を回覧するなど他学部の研修に参加し
やすいような方法で実施していきたい。他学部
の教員が参加できるよう、各学部の協力をお願
いしたい。
授業支援は、分掌部員が個別に当たる方法も
積極的に行う。分掌部員が個別で対応できな
い場合は、教育企画部全体で取り組んだり、他
の教員の協力を得たりしながら効果的な支援が
行えるようようにする。
インタレスト研修は、自立活動を軸としながら、
ニーズを把握して様々な視点や方法での研修
が行えるようにしたい。
来年度も、近全肢研や近全病連、自主的なも
のも含め研修報告を行いたい。
特に全病連が担当になるので、全病連に対す
る共通理解を深めたい。夏休みの最終週と3学
期最初に職員会議後の2度行いたい。

⑥医療機関との連携が医療低ケ
ア及び学校保健の円滑化

⑦学習環境として必要な施設設
備の整備

正式運用となって2年目になるが、大きな
不具合は報告されていない。通知表の表
記について統一を行った。部内の指導計
画の管理・調整を行う組織を有効に活用
したい。

健康面からの課題を支援計画に反映

今年度はからだ・健康に関する支援会議
において、保健室から参加する予定だっ
たが、日程が合わず、１度も参加できな
かった。健康面からのアプローチはでき
ていない。

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］今年度は修学旅行で一緒に
過ごす中で、生徒たちの気づきがあり、
友だちを意識することができた。また、今
年から生徒会活動で始まったクラブ活動
も楽しんで友達同士関わることができて
いた。学習や活動を通して、お互いに認
め合い取り組むことができた。

［肢］教育課程B.Cの授業内容について
わかりにくいところがあったが、学部研修
を進めて手立てや課題が明確になってく
ることで、教科としても区別することができ
た。また、研修や会議を通して生徒たち
の情報を共有することができた。

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

インタレスト研修は、自立活動部が主体
で実施した。
児童生徒のニーズに対応できるように、イ
ンタレスト研修、自主研修を複数回実施
した。今後も多様な視点から研修を計画
して全体へと拡げていきたい。
自主研修は、ICTに関する内容で実施さ
れた。学習に使用するおもちゃを買って
改造する研修も行われた。
さらにニーズに対応できる研修方法を検
討する必要がある。

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

年間4回の支援会議を実施した。学級か
らの報告を中心に会議を持つことで、ス
ムーズに実施できている。学部員の相談
業務をより進めていきたい。

授業改善に向けた運用とシステムの充実

②
実態に応じた教育課程による系統的な
指導

実情を踏まえた教育課程編成・検討

Ａ

各学部ごとに教育糧審議を経て、個別の
指導計画を基に授業を計画し、進めてき
た。随時、検討を行い、児童生徒の実態
に則したものに修正・変更した。

学級・授業会議をとおし、課題共有

授業改善シートの活用で指導の手立てを
検討し、児童の課題に迫った教材を選定
して作成することができた。ビデオを活用
することで各グループからの課題を学部
で共有することができた。

学級・授業会議をとおし、課題共有

授業改善シートの活用や、会議の構成メ
ンバーを臨機に変更することで、個々の
実態やニーズに応じた展開ができた。

学級・授業会議をとおし、課題共有

授業づく
り・授業改
善

Ａ

教員 保護者
88.9% 72.9%

教員 保護者
69.4% 95.3%

教員 保護者
83.3% 92.9%

教員 保護者
76.4% 87.1%

教員 保護者
80.6% 94.1%

教員 保護者
94.4% 98.8%
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（小学部） C

（特活部） Ｂ
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Ａ

（中学部） Ｂ Ｂ

③ （体安部） Ｂ Ｂ

考察
〇「Ａよくできた」と回答した保護
者と教員との差が大きいのは、
【質問１】【質問2】である。
　【授業づくり・授業改善】につい
て、支援計画と指導計画と授業
の指導との関連については、「Ａ
よくできた」と回答するに及んでい
ない教員が多く、今後の課題で
ある。

〇【質問３】の進路学習や進路体
験の学習の充実については、「Ａ
よくできた」と回答した保護者が
少なかった。【質問3】について
は、教員の「Ａよくできた」の回答
も少なかった。
　児童生徒の実態や保護者の
ニーズに合った進路学習や進路
説明会を検討する必要がある。

〇【質問７】の安全な環境整備に
ついてや【質問８】の災害時に備
えた避難・防災指導や対策につ
いては、教員は「Ａよくできた」と
回答した割合が低い。
　特に、【質問7】については教員
は「Ａよくできた」「Ｂまあまあでき
た」と回答した割合が70％を割っ
ている。
　本年度は、シロアリの発生によ
るホームルーム教室の移動や、
水道水が赤褐色に濁ることによる
臨時休業、熱中症予防のための
プールでのエアコン使用のため
の整備など、施設設備による学
習環境への影響も見られた。日
常的に、環境整備に努めている
が、施設設備の長寿命化に向け
た取組が必要である。

○【質問９】のセンター的役割に
ついては、教員が「Ａよくできた」
「Ｂまあまあできた」と回答した割
合が80％を割っている。
　今後、地域の学校・福祉・医
療、教育委員会等との連携をさら
に密にしていくことが必要であ
る。

○全体に、教員が「Ｄほとんどで
きていない」と回答した項目が複
数ある。特に、【質問１】【質問２】
については、学習指導や指導計
画等の作成について、単に謙虚
な回答であるのか、自信がないの
か、他者に対して厳しい評価であ
るのか。改善すべきであれば、日
常的に取り組む必要があると思
われる。また、学校全体を見た評
価として回答していただいたの
か、個人の反省として回答してい
ただいたのか。事前の説明を丁
寧にすべきであった。
　

【小】保護者と連携するためにも進路や福祉の
情報の理解は欠かせない。支援教育部を中心
に、年度の早い時期の実施を計画し、教員の
理解の推進を図る。
交流回数、時期は今年度通りに計画する。共
生社会の実現に向けて、地域とのつながりを考
えた取組を進める。また居住地校交流を来年
度も引き続き実施することで共生社会の実現に
向かって取り組んでいく。

【中】夏休みを中心とした支援体験学習以外に
も、生徒の実態の変化や保護者のニーズに合
わせ、必要な分掌や機関と連携し、随時対応し
ていく。また、保護者に提供する情報について
は、教員が熟知できるようにする。
各校の担当者を中心に連携を密にして、計画、
実施していく。

【高】［肢］事業所の受け入れが難しいところが
あるが、クラス担任と進路担当教員が密に連絡
を取り、計画的に進めるようにする。また、学校
内についてもその生徒の実態に応じて連携協
力体制を整える。
［病］不登校傾向や入退院を繰り返す生徒の関
係機関とのケース会議で、卒業後の進路のあり
方について意見を聞き、進路指導計画に反映
させる。
［肢病共通］来年度は、卒業生にも講師役を引
き受けてもらって、より身近な進路学習会を実
施したい。
［肢病共通］一部の交流担当教員に負担がか
かっているので、交流ファイルも活用しながら、
交流担当教員全員が動けるようにする。

【自立活動部】現在の取組を継続することととも
に、保護者や支援者への啓発について、その
目的や方策をより具体化して取り組むことが必
要である。

【体育安全部】社会的に障害者スポーツへの関
心が高まってきているので、本人をはじめ保護
者や教員への啓発を続ける。

【教育企画部】来年度も、計画段階から教育研
究所の山口係長に協力していただき、理解と実
践が効果的に進むようにしたい。
授業づくり研修や事例検討は、キャリア教育の
視点を実践で生かせるよう、ポートフォリオの活
用や授業計画段階で検討できるようなもにのし
たい。
卒業後の生徒の様子を把握し、キャリ教育に活
かせる準備を行う。
他の分掌と協力しながら、キャリア教育を推進
する環境を整えたい。
居住地校交流については、意義や目的など基
本的な共通理解がすすめられる研修を小学部
内を中心に行いたい。また、引き続きアンケート
を実施し、変遷と傾向を探りたい。

障害者スポーツ大会等への積極的な参
加の推進

各種スポーツの体験及び機会の促進

体育の授業と連携をとり、スポーツ大会の
様子を視聴したり、個々に合った種目を
選択したりして学習を進めた。また、障害
者体育大会へは小学部から高等部まで
の児童生徒が参加した。

［肢］早い内から進路指導計画を立て、
計画的に進めることができた。［病］不登
校傾向や入退院を繰り返す生徒に対す
る進路指導計画が適切ではなかった。

総合的な学習の時間・HRの有効活用

［肢］実際に身体障害者の方の生活の話
を聞けて、A課程の生徒の自分の将来を
考えることができて良かった。［肢病共
通］事業所の職員や利用者に講師をして
いただいたり、身体障害のある本校の事
務職員に講師をしていただいて進路学
習会を実施した。また、就労支援セミ
ナーも開催できた。

学習成果発表の機会の促進

【特活部】学習成果発表の機会としてた
ちばな祭、全校集会を企画した。
【支援教育部】生活介護から就労まで夏
休みを中心として実習しているが、生徒
の実態や受け入れ先の事情で学期中に
も行った。学校外の普段慣れていない場
所で実力を発揮することを学習成果の発
表の機会と捉えている。

卒業後の生活に向けた支援体験学習の実施

保護者に高等部卒業後のイメージを持っ
てもらいやすいように、保護者進路研修
や保護者会を通じてアプローチしてき
た。支援体験学習への参加も年々増えて
きており、保護者の意識の高まりが見られ
るとともに、教員のスキルアップにもつな
がっている。

【教育企画部】キャリア教育の理解にむけ
て2回全体で研修を行った。教育研究所
の山口係長にご協力をいただいた。
アンケートの結果をみると、ほとんどの職
員がキャリア教育の理解を深めることがで
きたことがわかった。特に今までの取組が
キャリア教育の視点で見ると、どう見える
のか理解が深まった。
【支援教育部】部会で部員の研修を進
め、部員から各学部教員への研修を進
めていく。
実践への結びつきは、これからの課題と
して残されている。

教員・保護者対象の進路研修の実施

進路主事と連携し、本校の進路指導や
障害児支援の福祉サービスについて保
護者研修を実施した。教員への研修が３
学期の実施になり、理解を深める時間が
充分でなかった。

児童生徒会活動の活性化
生徒会役員が活動を行いやすいよう、思
いに沿いつつ会議の場を設定した。

児童生徒個々の目標設定の促進

それぞれの実態や希望の進路の合わせ
て目標や課題を設定し、授業にフィード
バックしていきたい。

市町村・事業所等の情報を各学部へ提供・共有

個々の事例を受けて、各市町村の福祉
課や相談支援事業所と連携し対応をす
ることができた。実態に応じた放課後等
デイサービス事業所の情報を提供するこ
とができた。

児童生徒
の自立と
社会参加

① キャリア教育の理解と推進

教員研修の促進

Ｂ

Ｂ

② 進路学習や進路体験学習の充実

進路指導計画の作成

Ａ



（支教部） Ｂ

（自活部） Ｂ

（自活部） Ｂ

（小学部） A

（中学部） Ａ

（高等部） Ｂ

（教企部） Ａ

【支援教育部】児童生徒の実態が、生活介護
事業所から就労、進学まで多岐にわたる。３１
年度は、高等部の生徒も３０名余りと今までにな
い大人数となり、進路に向けて進路指導主事
一人で考えるのでなく、児童生徒の実態や保
護者の願いを踏まえて、担任から提案していく
姿勢も必要になってくる。また、研修を重ね更
に学部との協力体制を深める必要がある。この
ことは高等部のみならず小、中学部についても
同様である。

【特活部】児童生徒会の役員を中心に児童生
徒が力を発揮しやすいように環境を整える。

［肢病共通］ペアの友達を固定しているの
で、回数を重ねるごとに仲良くなり、生徒
同士の関わりも増えて良かった。

居住地校交流の促進

アンケート結果から、交流に関して満足
な結果が得られたとの意見が多かった。
交流は小学部で約8割。中学部で約2割
行われた。
教員の入れ替わりなどにより、交流学習
の意義や目的の共通理解が薄れてきて
いる。また、共生社会やインクルーシブを
求める社会に進んでいる。そこで、基礎
的なことを共通理解できる研修の機会が
必要である。

保護者・支援者対象の学習会の実施

複数の自立活動部員が、研修や相談を
行うことで、研修内容を日常的に保護者
と共有できるようにしていきたい。

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

Ａ

明日香小学校３年と年度初めのプロ
フィール交換(雨天のため中止）と年間３
回の交流学習を持つことができた。一緒
に活動できるように児童が内容を考え、
工夫されたゲームを提案されていた。

学校間交流の推進

教員間での連絡や各種調整が非常にス
ムーズであった。聖徳中学校の文化祭で
は、本校の生徒が楽しめるようプログラム
編成にも配慮いただき、また雨天時のバ
ス乗車への配慮など、年を重ねるごとに
本校生徒への理解が進んでいると感じら
れている。

学校間交流の推進

④ 保護者、地域等との連携強化

市町村・事業所等との連携強化

Ｂ

地域との懇談会や事業所との懇談会、
PTA学習会をとおして話し合いや情報提
供をした。高等部の保護者には、希望が
あれば実習時や個々に見学や説明をし
てもらった。

「からだ楽々学習会」（夏期集中学習会）の２日実施

学習会を実施。事業所等への働きかけを
具体的にすすめて、動作に関する啓発を
進めていきたい。

児童生徒
の自立と
社会参加

Ｂ



（医ケア部） Ｂ

（自活部） Ｂ

（健安部） Ａ

（医ケア部） Ａ

（健安部） Ａ

（医ケア部） Ｂ

（医ケア部） Ｂ

（医ケア部） Ａ

（医ケア部） Ｃ

（医ケア部） Ａ

（自活部） Ａ

（自活部） Ｃ

（健安部） Ｂ

（自活部） Ｂ

（病弱部） Ａ必要に応じてケース会議の実施 必要時に医療機関や支援機関と連携した。

整形外科・療法士と学校との情報共有・連携強化

補装具や座位保持装置の作成にかか
わっての連携は取ることができた。身体
への取組としての連携は主として学級が
主導で行っており、部としてはあまり動い
ていなかった。

精神科医個別相談の実施

主に病弱教育部の保護者、本人、担任
を対象に個別相談を年間４回実施した。
精神科医の都合が合わず、開始時間が
遅れて予定していた相談が実施できない
時があった。

車いす業者により点検・調整の実施

保護者や教員のニーズや児童生徒の成
長に対応し、車椅子業者の来校時に調
整や修正を実施した。

③
専門医等との連携強化及び教育内容・
環境の充実

主治医懇談会の実施

Ｂ

本校の子どもたちをより理解していただく
ためにサマリを持参した。また授業を見据
えての医療的ケア実施に理解をしていｔ
だいている。

事業所との連携

登下校時に子どもの様子について情報
交換はしている。しかし、詳細に至る情報
共有はできていない。

学期に1回健康相談会の実施

保護者・医師・学校との情報交換が十分
にでき、健康面などで保護者の参考に
なっている

整形外科相談の実施

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

経験年数別医療的ケア研修の実施

Ｂ

経験年数年別ではないが学部別に必要
な内容の研修は実施できた

宿泊を伴う活動への看護師派遣の調整・実施

外部看護師と来校面での調整やクラス・
保健スタッフ・外部看護師との情報交換
はできた。クラス・保護者・保健スタッフ間
での時間調整が難しい部分もあった。

【高】［病］今後も、生徒の心身の健康の向上や
生活状況の改善に向けて、必要に応じて実施
していきたい。

【自立活動部】児童生徒のニーズに基づき、専
門家との連携を実施している。より充実した連
携を維持できるように、保護者の協力を得なが
ら、学校からの情報の提供を定期的に行うこと
も考えていきたい。

【健康安全部】時間を短く設定し、必ず実施で
きる人数に減らす。
救命救急士からの助言を取り込みながら、「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。
基本的な救命救急から、本校の児童生徒の実
態に応じた内容を検討する。打ち合わせまで
に、事前アンケートで教職員の知りたい情報を
把握しておく。
全職員が必ず１回は受講するという意識付けを
行っていく。
ヒヤリハットの認識が職員によってバラバラであ
ることが多かったので、医ケア部と連携し、勤務
３年以内の教員対象に、年度初めの研修にヒ
ヤリハットについても追加する。

【医療的ケア部】定期的データに対して評価を
行い児童生徒の健康面に役立てていく。
呼吸面等自立活動部と連携して取り組んでい
く。健康安全部とは防災やインシデント事項に
ついて課題解決に向けて取り組んでいく。
今後も感染拡大防止に向けて連携して取り組
んでいく。
研修については、実情に応じて検討する。
事前打ち合わせについては、それぞれが十分
に情報交換できるように無理のない時間を設定
していく。また、内容についても外部看護師に
情報提供する前に校内で確認をよりきちんとし
ていく。
主治医懇談会は、ビデオなどがあれば、以前
は持参したので発作などの理解や授業理解の
ためにも主治医懇談に持参していく。
進路部と連携し、事業所との情報交換の場を
設ける。
ヒヤリハットについては、随時、問題解決に向け
て取り組む。

保健スタッフとの連携及び呼吸・排痰支援の実施

日々の健康状態を把握しながら、学級や
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、
児童生徒の健康維持について、学校医
から指導助言いただいた。

自立活動部、健康安全部と連携し健康維持につとめる

呼吸面の確立などについては日々、自
立活動部と情報交換しながら取り組むこ
とができた。健康安全部とは防災やヒヤリ
ハットについて連携して取り組んだ。

感染症発生時の緊急会議の実施 迅速に集まり対応策を考えることができた

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具体化し、
年間５回の整形外科相談を実施した。

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

Ａ

Ｂ

身体面について主観的な観察を行い
日々のバイタルと連動させることはでき
た。また病院のデータ面とも関連づけるこ
とはできた。しかし、データの蓄積による
評価を定期的に行うことはできていない。



（健安部） Ａ

（健安部） Ｂ

（健安
部・医
ケア
部）

Ｂ

（教企部） Ｂ

（教企部） Ｃ

（体安部） Ｂ

（体安部） Ａ

（体安部） Ａ

（特活部） Ｂ

（健安部） Ｂ

【訪問】引き続き、関西電力、福祉課、消防署、
保健所に情報提供を行い、得た情報を保護者
に伝え、緊急時災害時に対応できるよう務めて
いく。

【特活部】整備点検表を次に繋がる活用しやす
い形に変更検討していく。

【健康安全部】防災に関してのリーダーシップ
の元、それぞれ進めていく必要がある。防災対
策委員会の設置を希望する。
スクールバスを使用している児童生徒に変化が
あったり、緊急マニュアルが変更になった場合
は、打合会で速やかに連絡する。次回のシミュ
レーションは3年後に実施する。
スクールバス内でのヒヤリハット発生時の対応
について、整備し介助員と教職員に周知してい
く。

【体育安全部】月１回の職員清掃時だけでな
く、日頃から清掃分担箇所の環境美化に努め
るようにする。
日頃より全職員が学校施設を安全面に注意し
て捉える。
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。
教員の研修として防災センターに行く。
防災対策委員会を設置して防災に対する核を
創る。

【教育企画部】新しいPCに変更されるとともにア
ドビなどのソフトが導入される。生徒に指導でき
るように新しいソフトの研修を行う。
ICT、AT研修に関して、実践ですぐに使えるよ
うな内容をインタレスト研修を通じて行う。おも
ちゃの購入研修やスイッチ作成研修、iPadや視
線入力、マルチメディアデイジーなどの内容を
扱う。
ICTを使った実践と情報管理と機器管理やメン
テナンスの業務整理を行う。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

Ｂ

PTA、体育安全部、医ケア部と連携しな
がら、個人防災袋の保管を2学期より始め
た。学校の備蓄品についても内容を検討
し、災害時用物品として準備した。
各分掌での役割が不明確な部分があっ
た。

校内のわかりやすい環境整備の推進

特別活動部と共同で行う予定だったが、
できなかった。
機器展示も一部しかできず、更新もでき
なかった。
スイッチなどの機器の整理は、進まな
かった。

継続的な環境美化の推進

清掃用具は随時補充や交換を行った。
職員清掃は月１回なので、日頃から環境
美化を意識しておく必要がある。

継続的な施設点検の実施

日時を決めての一斉点検ができた。異常
のあるところは随時修理交換等を行っ
た。学期に１回の点検だが気がつけば誰
でも担当者に報告できるようにする。

プール学習の安全・円滑実施と機器管理

児童生徒増にともなう計画的施設利用を
全校で調節し、体育安全部員が中心に
なり安全に留意して実施することができ
た。夏期の熱中症対策を十分に行う。

教材・教具の整備点検の実施

構築ができ、対策も講じている。
各学期ごとに事故対策委員会を設け、傾
向や対策を関係者で協議し、職員会議
で共通理解を図った。事象が起こった
ら、速やかに職員全体へ報告し、他の学
部へも注意喚起を行った。今年度は摂食
中のヒヤリハットが増えたため、各学部へ
の注意を促し、学部によっては摂食の研
修を行った。

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

教育企画部員への相談が日常的にあっ
た。その結果、学習にICTやATが多く導
入された。視線入力装置での学習やマ
ルチメディアデイジーを使った学習も行
われた。
一方で、iPadの老朽化、スイッチを作成
する際の部品不足などによるハード面で
の不備が見られた。
全体での研修の機会は少かったので、機
会を増やす必要がある。

学期末に整備点検を実施した。また、図
書コーナーを児童生徒の手に取りやす
い並びに変更した。

②

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員と相談しなが
ら実施した。感染症マニュアルの周知や
おう吐処理についての研修も行った。全
校を対象にしたシミュレーションでは、学
部を超えた応援態勢ができるように設定
をし、救命救急士より講評・助言をいただ
いた。

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。
消防署と事前の打ち合わせを行い、本校
の児童生徒の実態を伝えるとともに、教
職員の事前アンケート結果や、本校に
あった講習内容を組み込んでもらい、実
施した。３日間の講習中１回は全員受講
だが、欠席が多かった。

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

【高】［病］今後も、生徒の心身の健康の向上や
生活状況の改善に向けて、必要に応じて実施
していきたい。

【自立活動部】児童生徒のニーズに基づき、専
門家との連携を実施している。より充実した連
携を維持できるように、保護者の協力を得なが
ら、学校からの情報の提供を定期的に行うこと
も考えていきたい。

【健康安全部】時間を短く設定し、必ず実施で
きる人数に減らす。
救命救急士からの助言を取り込みながら、「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。
基本的な救命救急から、本校の児童生徒の実
態に応じた内容を検討する。打ち合わせまで
に、事前アンケートで教職員の知りたい情報を
把握しておく。
全職員が必ず１回は受講するという意識付けを
行っていく。
ヒヤリハットの認識が職員によってバラバラであ
ることが多かったので、医ケア部と連携し、勤務
３年以内の教員対象に、年度初めの研修にヒ
ヤリハットについても追加する。

【医療的ケア部】定期的データに対して評価を
行い児童生徒の健康面に役立てていく。
呼吸面等自立活動部と連携して取り組んでい
く。健康安全部とは防災やインシデント事項に
ついて課題解決に向けて取り組んでいく。
今後も感染拡大防止に向けて連携して取り組
んでいく。
研修については、実情に応じて検討する。
事前打ち合わせについては、それぞれが十分
に情報交換できるように無理のない時間を設定
していく。また、内容についても外部看護師に
情報提供する前に校内で確認をよりきちんとし
ていく。
主治医懇談会は、ビデオなどがあれば、以前
は持参したので発作などの理解や授業理解の
ためにも主治医懇談に持参していく。
進路部と連携し、事業所との情報交換の場を
設ける。
ヒヤリハットについては、随時、問題解決に向け
て取り組む。

児童生徒
の健康状
態の保持・
改善

Ｂ



（医ケア部） Ｂ

（体安部） Ｂ

（訪問） Ｂ

（健安部） Ａ

（健安部） Ｂ

① （支教部） Ｂ Ｂ

② （高等部） Ａ Ａ

③
（支教
部・教
企部）

Ｂ Ｂ

（自活部） Ｂ

（病弱部） Ａ

（小学部） Ａ

（中学部） Ａ

（高等部） Ｂ

（特活部） Ｂ

iPadなどの機器の老朽化に対応できる予算に
ついて管理職と相談して、解決策を探る。

【医療的ケア部】今後も物品などを計画的に整
備していく。加えて、災害時の医療機関との連
携についても今後、指針を出していく。

各グループ学習や行事の内容をコメント
や写真を掲載して、学習する児童の様子
を発信することができた。毎週通信を発
行することで週毎の予定が保護者に周知
でき、各家庭も見通しをもっていただくこ
とができた。

学部通信の発行
発行回数、内容についても、適切であった。

学部通信の発行

［肢］地域との連携で、募金活動を行っ
た。［肢病共通］保護者向けに学部通信
を毎月発行した。

文化的行事の地域への公開実施
地域、居住地校交流先への公開行事と
してたちばな祭を開いた。

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

【教育企画部】研修会の内容が縮小され
たので、スキルアップにいたる取組はな
かった。
教材集を作成した。
【支援教育部】地域の学校等から多くの
教員に参加してもらい、実技研修や教材
について好評を得ることができた。参加
のニーズに応えるため実施時期を見直し
たい。

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

Ａ

地域の相談会、学校への訪問相談。来
校相談、特別支援学校への訪問相談等
を実施した。

奈病連等の開催
奈良養護学校での総会にて本校の状況
を報告し情報交換した。

低高別通信・グループ別通信の発行

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

Ａ

見学会ではプレゼンや参観を行い、本校
教育について理解を進めることができ
た。警報による休校のため第1回体験学
習を実施することができなかったので個
別体験を行った。

【小】今後も継続し、学部の取組の理解を図る
情報発信とする。

【中】生徒の様子が分かりやすいよう写真を取り
入れるが、毎回全員が載ることに縛られず、全
体の雰囲気が伝わるように作成する。回数や発
行頻度は今年度並みで行う。

【高】［肢病共通］相手校の交流する生徒は毎
年変わるので、相手校教員も含めて障害者に
対しての理解を丁寧に推進する。
［肢病共通］計画的に地域共同推進事業を立
案する。
［病］今後、奈病連の紀要などを通じて、奈良県
の病弱教育の状況を更に把握していきたい。

【自立活動部】訪問相談・来校相談を行い、セ
ンター的な役割を担うこととともに、各地域や学
校に新たな人材を育てることも必要である。

【特活部】安全面を第一に配慮しつつ、できる
だけ開かれた行事の形を検討していく。

【支援教育部】体験学習については学部別に
実施したり、予備日を設け、丁寧に情報提供・
情報収集する。
研修会については地域学校の教員のニーズと
本校の特色を生かした研修内容を企画してい
く。

障害者理解の推進 学校間交流の推進（再掲）

［肢病共通］今年度も学校間教員で、打
ち合わせと反省をきちんと行った。生徒
についても、毎年１年生対象であるため、
第１回目の交流では、車いす体験を行っ
ている。

肢体不自由教育や病弱教育のセンター
的役割強化

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

Ａ

緊急時対応シミュレーションを実施した。
救命救急士の講評・助言をいただき、児
童生徒の緊急時対応へのスキルアップと
なった。

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

今年度は自分の服のボタンをかみ砕くヒ
ヤリハットがあったため、スクールバス連
絡会の際に注意喚起し、再度手を伸ば
す子どもや誤飲する恐れのある子につい
ての確認をした。

③ 災害等に対する意識や対応力の向上

災害等に対するマニュアルの周知徹底及び対
応訓練の実施

Ｂ

避難訓練は様々な状況に対応して安全
に実施できた。反省を基に対応をフィー
ドバックすることができた。大規模地震な
どで避難が長期化した場合の対応を考
える。

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、関係機
関（消防署・保健所等）に保護者と協働し
て情報提供を行うことができた。

災害時備蓄品（医療的ケア物品・常備
薬等）の整理

Ｂ

医療的ケア物品の計画的整備の推進

災害時に対する物品の整備を他の部とと
もに　整備することができた。また、防災
発生時のケア手順についても学部、クラ
スと連携して作成することができた。

教育環境
づくりと安
全安心の
確保

②



①
（総務
部・教
企部）

Ｂ Ｂ

② （教企部） Ｃ Ｃ

④ （学安衛委） Ａ Ａ

（各部）

（未構委）

（総務部） Ａ

（総務部） Ｃ

② （総務部） Ｂ Ｂ

今年度、奈良養護学校との合同実行委
員会を５回開催し、教頭、本校実行委員
とともに参加した。
全肢Ｐ「福井大会」に参加し、来年度開催
に向けた資料を収集した。
Tシャツ販売した利益を資金として数万円
納入できた。

【総務部】全肢Ｐ奈良大会のスムーズな運営に
向けて、奈良養護学校との連携を深め、ＰＴＡと
ともに協力して成功させる。
PTA予算や振興会費なども教員に伝えていく。
事務に協力を願い、学校全体の予算も提示す
ることで節約や有効活用していく意識を高め
る。
同窓会の開催内容を役員とともに検討する。重
度な卒業生も参加してもらいやすい内容にして
いく。

ＰＴＡ活動の教職員への周知

年５回の記録を職員室に張り出し、活動
の報告だけでなく、近肢Ｐ、高Ｐ特別支援
部会などへの出張を示すことで、外部と
のつながりの多さを教員に啓発した。な
かなか読む機会が少なく、内容も多いの
で伝わりにくかった。
PTA予算、振興会費など教職員への報
告を怠っていた。

同窓会活動の充実支援 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。
参加者が年々減少傾向にあり、新成人を
迎える学年に同窓会役員と数名の参加
者のみという傾向にある。
同窓会役員の負担は大きく、来年度役員
を新しい世代に引き継ぐ。

ＰＴＡ・同窓
会の活性化

① ＰＴＡ活動の充実

Ｈ３１全肢Ｐに向けた体制整備及び奈良養護との連携

Ｂ

Ｂ

定期的な状況確認

毎月１回、学校安全衛生委員会を健康
管理医を招いて実施した。次年度以降も
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 Ｂ

［肢病共通］保護者アンケートは、おおむ
ね良いとの回答が返ってきたが、アン
ケートに出ない意見が出てきた。

学校グランドデザインの作成
平成30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。

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

【総務部】職員会議では、今年度も
Teacher$でのPDF閲覧に加えて、Office３
６５のOnedrive上にもフォルダを作り、活
用した。個人のiPadなどを使い、職員会
議で活用する教員もいた。
紙資源の節約には結びついていない。
※参考（用紙費用）
H25年度　　２２６，０００枚　　１２７，０００
円
H26年度　　１６２，０００枚　　　９０，０００
円
H27年度　　１７７，０００枚　　　９８，０００
円
H28年度　　１９８，０００枚　　１１０，０００
円
H29年度　　１９９，０００枚 　 　８８，０００

【高】［肢病共通］行事での保護者の参加のあり
方について、保護者の意見も受けて教員で話
を詰めていく。

【総務】新システム導入に伴って、さらに効率化
できるように活用を提案していく。

【教育企画部】情報管理に関して、情報教育と
情報管理、危機管理、人権的観点に立った対
処、紙媒体とデジタル媒体など多種多様であ
る。また、次年度より「奈良教育情報セキュリティ
ポリシー」も運用が開始される。
教育企画部として行う部分、他の分掌で担当す
る部分、管理職で行う部分や協力する部分など
整理をしなければならない。

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

職員朝礼などでデジタル媒体の情報管
理について注意喚起を行った。
個人情報漏洩の問題があった。「情報管
理の徹底」とあるものの、教育企画部が
問題解決にあたる役割があいまいであっ
た。
情報の種類や形態など教育企画部として
どこまで取り組むべきなのかもあいまい
だった。情報教育と情報管理、人権教育
的観点など情報整理が必要である。

各種のハラスメントの防止


