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Ⅲ 平成３０年度学校経営計画             校長  國松 利津子 

Ⅰ  目指す学校 

「人権教育を推進し、学力・生活力を高め希望の進路を実現する学校」 

１ 人権を最大限に尊重し、カリキュラム・マネジメントにより個に応じた教育内容の充実を図る学校 

２ 視覚障害教育の専門性を高め、主体的・対話的で深い学びが実現できる学校 

３ 幼小中高一貫校として、ライフステージに応じたキャリア教育を充実させ希望の進路を実現する学校 

４ 豊かな人間性を育む場として、寄宿舎での生活が充実する学校   

５ 健康と安全に配慮した教育環境の整備、整理・整頓に努め、事故を未然に防止する学校 

６ 地域・関係機関と連携し、防災教育の推進、視覚障害教育のセンター的機能を発揮する学校 

 ７ 教職員一人一人の職務と責任を明確にし、相互に連携・協力を深め、組織的な運営を推進する学校 

８ 都民の信託に応え、共生社会に寄与できる学校 

 

Ⅱ 中期的目標と方策 

 １ 幼児・児童・生徒の学力・生活力の向上に努め、希望の進路実現を図る。 

（１）幼児・児童・生徒の人権を最大限に尊重し、自己肯定感を高め、いじめ、体罰のない真に学ぶ喜び

を実感する教育活動を展開する。 

（２）指導教諭・ＯＪＴを活用した研修による、視覚障害教育の専門性や各教科の指導力を生かし、幼児・

児童・生徒の学力・生活力の向上に努める。 

（３）幼児・児童・生徒のアセスメントに基づき、カリキュラム・マネジメントを行う。アクティブ・ラ 

ーニング（課題に応じた問題解決型、体験型の学習）を取り入れ、主体的・対話的で深い学びができ 

るよう工夫し、思考力・判断力・表現力を高める。 

（４）障害者スポーツ等を通して基礎体力の維持・増進を図り、健全な心と体を育成する。 

（５）幼稚部から専攻科までの設置校としての利点を生かし、学校生活支援シート、個別指導計画を活用

し、学部間の連携を図り、幼児・児童・生徒が将来への見通しをもてるようにする。また、キャリア教

育の充実を図り、活動する喜びや働く喜びが実感でき社会に貢献できる力を付ける。さらに、国際理

解や外国語教育に力を入れ、国際社会において積極的に役割を果たそうとする人間を育成する。 

（６）寄宿舎は、島しょ在住の生徒の在籍校との十分な連携を図り、適切に対応し指導する。在舎する児

童・生徒の障害や発達段階に応じて適切な生活指導を行い、豊かな人間性を育む総合的な教育の場と

して寄宿舎の機能を最大限に発揮する。 

２ 心身の健康や安全に配慮し、教育環境の整備を図る 

（１）幼児・児童・生徒の心身の健康管理に努め、安全には十分配慮する。学校や寄宿舎が安全・安心な

場となるよう、あらゆる教育活動や学校生活、寄宿舎生活の中で、視覚障害に配慮した安全点検を全

教職員が確実に行う。また、地域関係機関と連携し、防災教育を推進し、防災に強い学校を目指す。 

（２）開かれた学校を目指し、学校運営連絡協議会を活用する。保護者や地域、関係諸機関との連携や協

力関係を一層充実させ、学校評価を学校改善に生かす。 

３ ネットワークを活用しセンター校としての役割を積極的に果たす 

視覚障害教育のセンター校として、地域に根ざし、あいサポート関連事業による居住地校に在籍する

児童・生徒や学校への支援、交流教育、学校公開、公開講座、開放事業等を推進し、関係機関の研修要

請等にも積極的に応える。他の都内盲学校や弱視学級設置学校とも積極的に連携を図る。 

４ 教職員一人一人の職務と責任を明確にし、組織的・効率的な運営を図り都民の信託に応える 

（１）教職員一人一人が学校組織における自己の役割と分担、責任を深く認識し、組織的、継続的に機能

させる。学校管理運営規程に則って円滑な学校運営を推進し、学校経営に関する意識の向上を図る。 

 （２）厳正な服務と遵法精神で服務事故０を目指し、全教職員が都民の信託に応える。 

(３）効率的に会議を進め、連携・協力し、信頼し合える風通しのよい学校を目指す。 

（４）節約や省エネ、リサイクルに取り組み、極力無駄をなくす。 

（５）適切なライフ・ワーク・バランスの実現により、教職員が健康で働きがい、生きがいを感じる学校

とする。 
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Ⅲ 今年度の取組目標と方策 

１ 教育活動の目標と具体的方策 

（１）幼児・児童・生徒の人権を尊重し、教職員・保護者・関係機関との連携・協力のもと、学力や生活

力を高め、希望の進路実現を図る。 

１） 幼児・児童・生徒のアセスメント（実態把握）を適切に行い、学校生活支援シート及び個別指導

計画を作成し、発達段階や教育ニーズに応じた授業の充実を図る。 

 ① 各学級、学部等の目標を定め、それぞれに到達するための年間指導計画、各学級の経営計画等

を作成する。保護者や幼児・児童・生徒の教育ニーズ等についても十分に情報を収集し、保護者

と共通理解を図る。 

② 学校生活支援シートを活用し、本人や保護者のニーズを把握するとともに、長期的な観点から

の支援の具体的方策を探り、関係機関とも連絡調整し、実践する。 

③ カリキュラム・マネジメントを行い、幼児・児童・生徒の課題に応じたアクティブ・ラーニン

グ（発見学習・問題解決学習・体験学習等）を取り入れる。教材・教具を工夫・開発・共有化し、

主体的、対話的で深い学びができるよう指導法、指導形態の改善を図る。 

       ④ 外部関係者のみならず、保護者等も参観対象に公開授業を実施する。指導教諭を活用し、研究

授業を推進し、各自が年間最低１回は実施し、積極的に授業の改善を行う。 

    ⑤ 通級指導学級は、一人週１日の通級指導日を設定し、自立活動の分野の指導及び、教科学習の

補充・補完的指導等を行う。 

２） 校内ＯＪＴを活性化させ、視覚障害教育及び教科の専門性の維持･向上を図るとともに、組織的・

計画的に研究の成果を発表する。 

 ① 人権教育を基本として、幼児・児童・生徒が自他ともに生命を尊重し、いじめ・体罰のない教

育の充実を図る。また、生きがいや生きる喜びを実感できるよう相談機能体制を整える。 

② 体系的に研究及び研修を積み、視覚障害の専門性の向上を図り、公開研究発表会を実施する。 

③ 芸術教育を推進し、美術作品作りや音楽活動を通し、情操教育、日本の伝統・文化理解教育を 

充実させ、作品展や発表会に積極的に参加する。 

④ オリンピック・パラリンピック教育を推進し、アクティブプラン to2020を踏まえ、視覚障害ス

ポーツを通して幼児・児童・生徒の身体機能の向上、健康の増進、国際感覚の向上（国際理解・

外国語活動）に努める。地域の学校と交流する等関係機関への視覚障害教育の理解啓発を図る。 

⑤ 指導教諭・ＯＪＴを活用した校内での研修を充実させ、教科や自立活動など視覚障害教育の専 

門性の習得状況を確認しながら確実に身に付ける。特に新規採用者、転任者の研修など、校内研

修を充実させる。また、教材制作、ＩＣＴ機器の活用、情報教育、カウンセリング等、各自が得

意とする分野の修得に努める。 

⑥ 年間を通して、外部専門家と連携し、研究部及び自立活動部会、重複研究部会等を中心とした

組織的な研究活動を行い、幼児・児童・生徒への指導力の向上を図る。 

⑦ 推進事業のまとめや実践に基づいた個人研究・テーマに基づいた学部研究等を「研究紀要」と

してまとめ、今後の視覚障害教育の推進に寄与する実践研究集録とする。 

３） 幼稚部から高等部までのキャリア教育を推進し、個に応じた生活指導や進路指導の充実を図る。 

① 幼児・児童・生徒の人権を最大限に尊重し、調和のとれた心豊かな人格の育成を目指して指導

し、社会に貢献できる力を付ける。また、学校生活や寄宿舎生活、社会生活についてのルールや

規範について、道徳や特別活動等も活用しながら適切に指導する。 

② キャリア教育プログラムを幼児・児童・生徒のアセスメントとして活用し、各学部の実態に応

じたキャリア教育の実践を適切に行い、身辺自立、社会自立に向けた力を育む。 

③ 幼児・児童・生徒一人一人の障害や適性、能力等を十分考慮し、進路指導部や担任が連携し、 

保護者や関係機関と綿密に連携した進路指導を行う。 

④ 希望の進路を実現するため、個に応じたインターンシップや現場実習の充実を図る。 

⑤ 国家試験を目指す生徒に対して、放課後や長期休業日中の補習等も含め、個別の指導を強化す

る。また、開業している既卒者や各施設、会社等に就業している既卒者の技術向上を図る機会を

提供する。 
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（２）心身の健康や安全に配慮し、教育環境の整備を図る。 

１） 幼児･児童･生徒の健康管理に努め、安全に配慮した教育環境の整備を図り、事故防止に努める。 

①  養護教諭と担任、寄宿舎指導員、家庭が緊密に連携し、健康管理・指導を日常的に行う。 

② 生活指導部や学校安全委員会を中心に学校管理下における事故防止策、安全対策、災害時緊急

対策等を年度当初に詳細に点検し、それぞれの対応策を具体的に策定する。また、宿泊防災訓練

の実施を生かし、災害時の対応を強化する。寄宿舎については、自衛消防組織により年度当初に

安全対策全般を確認する。 

③ 施設設備の安全点検について、 担当者を明確にして、組織的に毎月確実に実施し、安全に配慮

した教育環境の整備・校内美化を図る。また、「ヒヤリ・ハット」情報を活用し、教職員の不注

意による事故防止の徹底を図る。 

④ 組織的に体罰の根絶、いじめや自殺の未然防止、早期発見、早期対応ができるよう地域や家庭

と連携するとともに、いじめ対策委員会を月１回実施し、不適切な指導のない健全な学校づくり

を教職員が一丸となって推進する。 

（３）視覚障害教育のセンター校としての役割を積極的に果たすと共に、教職員一人一人の職務と責任を

明確にし、組織的・効率的な運営を推進し、都民の信託に応える公教育を推進する。 

１） 家庭や地域、関係機関との連携を深め、地域のセンター校としての機能を充実させる。 

① 保護者会や、日常の連絡帳、送迎時の会話、ＰＴＡ活動（役員会）等を活用し、保護者との連

携を深め日常の指導に活かしていく。 

② 年間３回の学校運営連絡協議会を充実させ、評価委員会による学校評価（外部評価や内部評価）

を学校経営や教育活動の改善に生かす。教職員全員参加の場も年間 1回設定する。 

③  交流校（八王子ふたば保育園、八王子市立散田小学校・館小中学校・横浜市立盲特別支援学校・ 

近隣の高等学校等）との交流及び共同学習の推進を図る。ＰＴＡによる散田小学校との交流につ

いても、担当者を中心に活動を支援する。さらに、副籍校との交流なども積極的に実施する。 

④ 年２回実施の学校公開や、ボランティア養成公開講座、学校施設開放事業等を積極的に展開す

る。また、ＰＴＡや同窓会、町内会とも連携・協力してこれらの事業を展開し、地域における都

立学校としての役割を果たす。 

⑤ 教育支援部や自立活動部を中心に「あいサポート」関連事業等、センター的機能に基づく事業

を積極的に推進する。そのために教職員一人一人の意識を高め、全校で取り組む体制を確立する。 

⑥ 都内盲学校や弱視学級をはじめ、多摩地域の教育委員会や福祉、医療、関係機関との連携をさ

らに深め、教育相談機能をより一層充実させていく。 

⑦ 在舎する知的障害特別支援学校の生徒にも適切に対応するため、在籍校との連携を密にして、

生徒個々の障害や特性、発達段階を的確に把握し、個に応じた指導・支援の充実を図る。 

⑧ 長期休業日中等の閉舎中の期間に、本校や他の都立特別支援学校が使用する基準を設け、寄宿

舎の施設の有効活用を図る。 

２） 一人一人の職務と責任を明確にし、組織的・効率的な運営を推進する。 

    ① 学校管理運営規程による円滑な学校運営を推進する。また、教職員一人一人が自己申告制度を

活用し、職務遂行能力を向上させ、組織的な学校運営を推進する。 

② 校務分掌組織が組織的に機能するよう校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、各主任等が連携す

る。主幹連絡会（週１回）、主幹・主任連絡会(学期２回)を生かし、効率的に会議を進行させ、

機動力のある円滑な学校運営を目指す。 

    ③ 経営企画室の職員と担当教員が十分に連携を図り、学校徴収金や就学奨励費等の事務を適切に

行うとともに、適正に執行する。また、経営企画室職員の経営参画意識を高め、予算編成指針及

び自律経営推進予算に基づき、計画的、効率的に予算を執行する。 

    ④ 保有個人情報の重要性を全校で再確認し、紛失防止と管理の徹底を図る。また、クリーンタイ

ムの活用、教室内の整理・整頓、クリーンデスクやダブルチェックを心がけ事故防止に努める。 

３） 公教育の役割と使命を認識し、共生社会の実現に寄与し、都民の信託に応える公教育を推進する。 

① 国や東京都の教育施策を踏まえ、教職員一人一人が公教育の役割を正しく認識し、常に公務員

としての自覚と責任をもって適正に職務を遂行する。 

② 安全衛生委員会等を活用し、自己の心身の健康管理に努める。仕事の効率化を図り、職務環境

   を整え、相手を尊重し、認め支え合い、ライフ・ワーク・バランスが実現できる組織体制とする。 

③ 節約や省エネ、リサイクルに取り組み、極力無駄をなくす。 
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２ 重点目標と方策（当該年度の重点項目・数値目標） 

（１） 日常の授業の充実（視覚障害教育の専門的な指導の充実） 

    １） 学校生活支援シートの策定・活用による個別指導計画の充実 

○ 課題の明確化、目標設定・評価への保護者の参画率                     １００％ 

○ さらなる授業の充実に向けた研究授業の実施              一人年間１回以上 

     ２） 年間指導計画、学級経営計画、週ごとの指導計画の作成             １００％ 

    ３） 自作教材の作成・活用                        各自最低２点以上 

４） 授業参観・保護者懇談会・個別面談の実施                 年間３回以上 

（２） 専門性の向上 

１） 研究会・研修会実施 

○  学部研究会・研修会・全校研究会・全国公開発表会の実施 学部年間１０回・全校研年間２回 

○ 自立活動の内容に関する校内専門研修                  年間８回以上 

    ○ 新転任研の実施                               年４０回 

    ○ 校内ＯＪＴ研修の実施            一人年間３回以上 

   ２） 特別支援学校教員免許状（視覚障害教育に関する領域）保有率向上      保有率６０％

    ３） 視覚障害教育専門研修（校長会主催等）への参加                 ５０％ 

   ４） 個別のケース研究会の実施（寄宿舎を含む）                学期２回以上 

   ５） 「研究紀要」への実践研究発表                          ５件 

 （３） 個々のニーズに応じた指導と支援の充実 

１） あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師国家試験合格           受験者全員 

２） あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう実技等の卒後研修            年間１２回 

３） 放課後及び長期休業日中の補習                         ８０回 

   ４） 各種スポーツ大会、作品展示会・音楽発表会等への参加            延べ５０名 

   ５） 持久走大会における完走率                         ９５％以上 

   ６） オリンピック・パラリンピック教育推進に関する授業             年２回以上 

   ７） 英語検定、日本漢字能力検定、珠算検定・情報処理検定の受検       ２０人以上受検 

８） 点字コンテスト・漢字コンテストの実施                     年２回 

９） 生徒のインターンシップ（就業体験）           中学部２回 高等部普通科３回

  １０） 理療科３年による校外臨床実習                         ３日間 

（４） 教育環境の整備と、健康・安全教育及び防災教育の充実 

１） 校内の安全点検・校内美化の実施                       各月に実施 

２） セーフティ教室、防犯訓練（不審者対応訓練）の実施                年間２回 

３） 校内の防災訓練の推進                  年間１１回（寄宿舎年間１０回） 

（５） 地域に根ざした視覚障害教育のセンター的機能の充実（教育相談・支援・啓発・情報提供等） 

      １） 学校生活支援シートの作成と活用、評価            在籍幼児・児童・生徒全員 

   ２） 早期からの教育相談                         年間延べ１００名 

３） 地域の幼稚園、小・中学校、高等学校等への支援（理解推進・出前教育等）   年間３０回 

４） 通級指導学級の設置                         小学部週１日設置 

５)  視覚障害教育に関する情報等の提供、本校からの発信  訪問、資料等送付先１００００ヶ所 

６） ホームページの充実・更新（行事、学習内容、最新情報）         年間５０回以上 

７）  交流教育の充実・促進（八王子ふたば保育園・散田小学校・館小中学校・横浜市立盲特別支援 

学校・近隣の高等学校）幼稚部交流各週１回・その他各行事相互交流参加・年間 各１～３回 

８） 学校公開、あいサポート研修会への参加者                 延べ１５０名 

９） 長期休業中の寄宿舎開放                        夏季休業中２回 

（６） 学校運営 

１） 主幹連絡会（副校長主催）                           週１回 

２） 主幹・主任連絡会(主幹教諭主催)                        年６回 

３） 校務分掌組織・校務の効率化の検証（在勤時間・会議時間・会議の回数等）  年度末に実施 

４） 効率的な予算の編成、執行を目指した予算調整会議の開催           年４回以上 

５） 開かれた学校運営連絡協議会              教職員全員参加型：１回／年３回 

 （７） 次年度幼児・児童・生徒総数                            ６０名 


