
平成２９年度 学校経営報告  

重 点 目 標 と 方 策 取り組みの結果（報告） 

（１） 学習指導 

①キャリア教育全体計画及び「キャリア教育 指導

の視点」を基にした各学部での適切な実施（年間

を通じて） 

②キャリア教育に対する保護者満足度（９０％以上） 

 

③個別指導計画について保護者等への面談（年３回）

及び満足度（９５％以上） 

④授業力向上及び指導内容充実のための外部講師に

よる研修会の実施（３回以上） 

⑤授業力向上を目指した教員相互の学び合いによる

ＯＪＴミーティングの実施（年５回以上） 

⑥授業の充実に向けての全教員による研究授業、指

導細案授業の実施（指導教諭、主幹教諭による指導、

助言） 

⑦年次研修対象者を中心とした授業充実のための指

導教諭等による指導･助言 

⑧知的障害教育外部専門員によるアセスメント等の

実施と連携による指導方法の改善（年間 アセス

メント、ケース会等２５０回以上） 

⑨アセスメントの個別指導計画作成への反映（１０

０％） 

 

⑩生活単元学習、自立活動の指導内容の整理と内容

の充実（指導内容の再編） 

⑪高等部進路指導教員による小・中学部の進路学習

への支援（年３回） 

⑫地域関係施設を活用した作業学習（高等部・中学

部）のサービス提供及び販売等学習の充実・推進

（３箇所以上との連携） 

⑬ICT 機器の活用による教育活動の充実（タブレッ

ト端末活用研修会の実施） 

⑭スポーツ教育の推進（生涯にわたる身体活動の基

礎をつくる） 

 

（２） 生活指導 

①人権教育推進のため、学級経営計画への内容の明

記（全学級） 

②児童・生徒の人権に配慮した教育実践に対する保

護者満足度（９０％以上） 

③地域清掃等の奉仕体験活動の継続実施（年３回） 

④人権に配慮した呼称、態度、言葉遣いの徹底（全

教育活動を通じて） 

⑤発達段階に応じた計画的な一人通学の推進（該当

 

①指導資料として新規作成した「キャリア教育 

指導の視点」を活用し、一貫したキャリア教

育を推進している 

②９１．６％であった。「キャリア教育 指導の

視点」の共有化を進めている 

③面談は年３回実施。個別課題について話し合

いを行い、９８．１％の満足度であった 

④清掃技能指導向上に２回、身体機能を高める

指導に３回、外部講師の研修会を実施 

⑤７チームを編成し、若手教員育成を中心に５

回実施 

⑥研究授業、指導細案授業を１０２回実施し、

協議を行い授業力の向上を図った 

 

⑦対象者の指導に本校指導教諭の他、他校の指

導教諭も招いて指導・助言を図った 

⑧外部専門員によるアセスメント１４２回、ケ

ース回２５９回を実施し、指導に生かした 

 

⑨アセスメントの結果及び外部専門員の助言等

を踏まえて個別指導計画の改善、充実を図っ

た 

⑩オリパラ教育との関連学習を位置づけたり、

体幹の研究の成果を導入したりして改善した 

⑪高等部進路指導教員が進路学習に同行し、現

場での学習を支援した 

⑫アポロ広場販売、ふれあいサロンでの喫茶サ

ービス、湯沢福祉センターでの清掃サービ

ス・販売を継続し好評を得た 

⑬ICT 部教員による各学部別研修会を継続実

施、活用頻度が増えている 

⑭身体機能を高める校内研究及びアダプテッド

スポーツ体験会等を行い、子供の体力向上推

進優秀校として表彰を受けた 

 

①人権教育に関わる目標を全学級経営計画に掲

げ、推進した 

②９１．５％と向上したが、研修等を今後も継

続していく 

③地域清掃は１回実施（２回は荒天で中止） 

④研修会等にて配慮を喚起、継続して意識向上

を進めていく 

⑤該当児童・生徒について、学級担任と保護者

東京都立七生特別支援学校長 大和田 邦彦 
 



児童・生徒全員） 

⑥個に応じた通学指導の保護者満足度（９０％以上） 

⑦スクールバス乗務員に対する研修会の実施（年３

回） 

⑧スクールバス懇談会の実施（年２回） 

 

⑨スクールバスの安全運行に対する保護者満足度

（９０％以上） 

⑩薬物乱用防止に関する指導（中学部・高等部１回） 

⑪セーフティ教室の実施（各学部年１回） 

 

⑫メール配信等による連絡・情報提供の保護者満足

度（９０％以上） 

⑬多様な災害及び仮設校舎移転を想定した、避難訓

練の実施（年１２回：全校１１回、教職員１回） 

⑭防災教育推進委員会の実施と関係機関との連携

（年２回） 

⑮近隣施設との職員による防災訓練の実施（年１回） 

⑯大規模災害を想定した宿泊訓練の実施（高等部１

年：１回） 

⑰大規模災害時を想定した学校再開計画に基づく具

体的連携協議 

⑱東京都教育委員会いじめ総合対策及び東京都立七

生特別支援学校いじめ防止基本方針に基づく組織

的対応の推進（未然防止と早期発見・早期対策、

対処の体制の確立：外部委員との協働） 

⑲位置検索機器を活用した「都立特別支援学校にお

ける安全対策推進モデル事業」受託による保護者

等と連携した児童・生徒の安全対策の推進 

⑳児童・生徒の本人相談の充実（支援部） 

 

㉑仮設校舎移転時の安全対策（スクールバス運行・

放課後デイサービス対応・通学路等） 

 

（３） 進路指導 

①企業就労希望者に対する社会自立を支援し、企業

就労の実現を推進（希望者全員の就労実現） 

②地域関係機関と連携した中学部における「じょい

わーく（就業体験）」の実施による職業準備教育の

充実（希望者） 

③高等部３年次におけるニーズに応じた移行支援会

議の実施 

④パソコン入力検定２０名以上、清掃技能検定１５

名以上、喫茶接遇サービス検定１０名以上の受検

（９５％以上の級の取得） 

⑤中学部でのインターンシップの充実（半日企業等

体験） 

⑥事業所説明会（年１回）、保護者対象進路見学会（年

２回）、進路講演会（年１回）の実施 

を中心に立案実施 

⑥９１．４％の満足度であった 

⑦人権研修、アレルギー対応研修、発作対応研

修を実施した（３回） 

⑧保護者との懇談を２回実施し乗務員、バス会

社との連携を図った 

⑨８９．６％であった。台風、降雪時の対応を

さらに改善していく 

⑩学校薬剤師による薬物乱用防止教室を実施 

⑪学部ごとに実態に応じた内容で実施。学生ボ

ランティアも活用した 

⑫８３．８％であった。アドレス変更時の連絡

体制の見直しを進めていく 

⑬火災・地震・不審者等対応について、多様な

時間設定、ケース設定で１２回実施 

⑭消防・警察・市・近隣施設等関係者に避難訓

練等を見学してもらい、改善に役立てた 

⑮宿泊防災訓練に近隣施設関係者が参加 

⑯高等部１年生で実施し、災害ボランティアを

している大学生の講演会も開いた 

⑰危機管理計画を策定（２次避難所設営につい

て具体的協議が必要） 

⑱年間３回全生徒にアンケートを実施し、いじ

め防止委員会を開催して対応を進めた 

 

 

⑲昨年度からの継続貸与希望者・新規貸与希望

者に配布し、活用効果をアンケートにより集

約、検証を行った 

⑳生徒からコーディネーターへの相談事例があ

り、課題解決につながった 

㉑１学期より人員配置、安全柵の設置、動きの

シミュレーションを行い、具体的対応を図っ

ている 

 

①希望者全員の企業実習を目指したが２名希望

がかなわなかった 

②地域機関３か所の協力及び地域ボランティア

の付き添いも活用して、２期に分けて希望者

６名が５日ずつ体験し、就労意欲を高めた 

③高等部３年時における移行支援会議を８件開

催し、情報交換を行った 

④パソコン入力検定９２名、清掃検定１４名、

喫茶サービス技能検定１８名が受験 ９５％

以上が級を取得した 

⑤中学３年生が企業２社、福祉事業所１か所の

協力を得て就労意欲を高めた 

⑥各事業は予定通り開催でき、進路情報の良い

機会となった 



⑦各学部の保護者会等で本校の進路に関する説明

（各年１回）と進路指導便り（年１０回）の発行

を含む進路情報の積極的発信 

⑧進路情報に対する保護者満足度（９０％以上） 

⑨新規採用者及び転入者全員による職場見学の実施 

 

⑩卒業後の情報収集（進路先訪問）と定着支援（２

８年度卒業生全員） 

 

（４） 特別活動 

①学部ごとの交流及び共同学習の推進（交流校３校

とそれぞれ年間２回以上、小学校との交流授業６回

以上）（スポーツ教育推進事業） 

 

 

②学部ごとの交流及び共同学習への保護者満足度

（８０％以上） 

③遠足、校外学習及び宿泊行事等に対する保護者満

足度（９０％以上） 

④高等部における部活動充実による満足度（生徒９

０％以上・保護者８０％以上） 

 

⑤事前対策に万全を期し、校外行事を安全に実施（行

方不明防止マニュアルの活用：事故０) 

⑥部活動をとおした健全育成、自己の力の伸長 

 

⑦部活動における大会参加、発表会の機会充実 

 

 

⑧教育フェア「西風」におけるダンス部の発表及び

作業製品販売（年１回） 

 

⑨中学部生徒による高等部部活動体験（年２回） 

 

（５） 健康づくり 

①基礎体力（体幹等）の向上を目指した指導実践の

研究・推進（アクティブプラン to 2020 総合的な

子供の基礎体力向上方策（第３次推進計画））、（ス

ポーツ教育推進事業） 

 

②知的障害教育外部専門員と連携した摂食指導の実

施（月１回以上） 

③アレルギー対応に関する研修会とシミュレーショ

ン研修の実施（年１回以上、全学年） 

 

④学校給食運営委員会による、アレルギー対応の情

報収集と事故防止指導の推進（年３回以上） 

 

⑤食育及び健康指導の推進 

⑦高等部進路担当者による各学部保護者会での

進路関係説明と進路指導部だよりの１０回発

行等による情報提供を行った 

⑧９５．２％となり、３．１ポイント上昇 

⑨夏季休業中に実施（進路先との日程調整によ

る全員実施とはならなかった） 

⑩８月までに２８年度卒業生の定着支援を行

い、以降も継続支援している 

 

 

①小学部は夢が丘小・七生緑小との交流機会を

１０回に増やし交流を深めた。中学部は日野

三中とマラソン交流等の実施、高等部は生徒

会役員を主体に交流会を企画して交流を深め

た 

②多様な学校間交流に発展し、９１．９％と評

価は高い 

③遠足、校外学習及び宿泊行事等に対する満足

度は９１．４％であった 

④生徒は８０％が楽しいと回答しているが、多

様な部活動を求めている。保護者の満足度は

７９．５％（６．３％上昇）。 

⑤マニュアルを活用し、事故対策のシミュレー

ションを行い事故防止を進めている（事故０） 

⑥活動を通して、協力や規範意識の育成、力の

伸長につなげている 

⑦球技部の特体連大会等参加、陸上部の競技大

会参加、ダンス部の地域各種発表会への参加

で練習成果を発表した 

⑧ダンス部は恒例となっている日野高校とのコ

ラボによる発表を行い、高等部作業製品の販

売も行って好評であった 

⑨予定通り２回実施し、高等部での生活理解を

深めた 

 

①「日常の生活や授業場面で身体機能を高める

指導の在り方－『体幹』への取り組みを中心

に－」と研究テーマを設定して実践を行い児

童・生徒の基礎体力の向上を推進（子供の体

力向上推進優秀校を受賞） 

②外部専門員と連携して年間９４ケースについ

て摂食の指導を実施し、支援の向上を図った 

③４月当初に対象児童・生徒の情報共有とエピ

ペン実務研修等を行うと共に各学年別にシミ

ュレーション研修を実施し備えた（１３回） 

④対象児童・生徒の情報聴き取りを基にした全

校への情報提供と外食機会の事故防止啓発を

委員会が中心に実施した（年間） 

⑤様々な国や郷土の料理の提供や生徒による給



 

 

 

 

⑥歯科医、歯科衛生士、歯科専門学校と連携した歯

科保健指導の実施（年３回以上） 

⑦学校給食への保護者満足度（９５％以上） 

⑧給食試食会の充実（保護者等２０人以上出席） 

 

⑨救命救急模擬訓練、ＡＥＤの講習会（年１回） 

 

⑩児童･生徒の健康状況の把握分析を基にした健康

推進（学校保健委員会：年２回） 

 

 

 

⑪教職員と保健室が、保護者や七生福祉園職員と連

携し、宿泊行事及び校内での服薬を適正に実施（服

薬時マニュアルに沿って実施、薬の点検：事故０） 

 

（６） 広報・地域交流、地域支援等 

①小学部及び中学部の副籍事業の推進（希望者全員） 

②副籍制度に基づく交流活動の充実による保護者満

足度（７０％以上） 

③障害理解のための多様な対象者への出前授業（１

０回以上） 

 

④学校公開の実施（年１回・参加者１１０人以上） 

⑤学校見学会の実施（各学部年２回以上） 

 

⑥交流教育連絡会の実施（年２回） 

 

 

 

⑦学校ＨＰの計画的な更新・ななおの雑記（月３回

以上） 

⑧学校ＨＰによる広報活動に対する保護者満足度

（８５％以上） 

⑨市内幼稚園、保育園、学童保育巡回相談・支援（年

８回以上） 

⑩日野市教育委員会と連携した小学校、中学校への

巡回指導（特別支援教育コーディネーター派遣１０

回以上） 

⑪近隣高等学校特別支援教育コーディネーター連絡

会の連携強化（年２回以上） 

⑫特別支援教育関係研修会、公開研究会の積極的発

信による地域と連携した特別支援教育の推進（夏

季休業中等の研修公開、研究会の公開） 

 

食ニュースの放送活動で食育を推進した。ま

た肥満傾向の児童生徒への定期的な体重測

定、感染症流行期の手洗いの励行や咳エチケ

ットの指導などを行った 

⑥歯科衛生士４回、歯科専門学校生３回による

歯科保健指導を実施 

⑦９６．６％の評価となった 

⑧１４名の出席であったが、給食についての情

報交換会は好評であった 

⑨第１学期始業式以前に実施、緊急時の対応に

備えた 

⑩保健室利用状況分析に基づく協議の他、１回

目は「宿泊行事の安全な実施に向けて」、２回

目は「学校環境衛生と感染予防について」を

テーマに委員から助言等をいただき対応を深

めている 

⑪教職員と養護教諭が、複数回のチェックを行

い適正な服薬について努めると共に、行事前

打ち合わせにおいて情報交換を実施して事故

防止に努めている 

 

①直接交流・間接交流併せて、７９％の実施 

②７９．８％であった。対象校との連携のため

保護者を含んだ面談等の改善を進めていく 

③副籍（小１０回、中２回）、学校間交流事前（５

回）、ボランティア活動等（３回）の２０回を

実施し障害者理解を広めた 

④１１５名が参加 

⑤学部見学会には２２名が参加。他に２２６組

の依頼を受け、学校見学の機会を設けた 

⑥各回とも３０名を超える関係者で実施。小学

部における全学年実施と複数回実施の効果も

検証する機会となり、理解推進の力になって

いる 

⑦年間で１８０回の更新を行い、情報発信した 

 

⑧７６．７％。HP をリニューアルし、スマート

フォンでも見やすくなるよう改善した 

⑨各園等からの要請を受け１１回巡回相談を実

施し、センター的機能を発揮している 

⑩都教育員会から「特別支援学級の専門性向上

事業」を受け、日野第三小学校への授業観察・

OJT などを行った。 

⑪４回実施し、連携強化を図った 

 

⑫日野市教育委員会と共催で、「合理的配慮」及

び「発達協調運動障害の理解と支援」の研修

を実施し、日野市等外部関係者延べ９７名と

専門性向上を図った 



⑬理解推進事業として交流校との作品展示（年１回） 

 

 

⑭地域での理解啓発を兼ねた作業製品の販売（年６

回） 

 

 

⑮介護等体験受け入れ事業の推進（体験生２５０人

以上の円滑な受け入れ） 

⑯学校開放事業（施設開放）の実施（仮設校舎移転

までの実施） 

⑰学校開放事業（公開講座）による地域生涯教育の

充実（年５回） 

⑱明星大学の特別支援教育を目指す学生を、インタ

ーンシップとして年間を通しての受け入れ（５名

程度） 

⑲近隣大学等の学生を授業サポーターとして受け入

れ（希望者） 

 

（７） 学校経営・組織体制 

①大学教授等を招聘し研究活動を推進（１月２６日、

公開研究会を実施：外部参加者５０名以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②オリンピック・パラリンピック教育の推進（プロ

ジェクトチームによる企画運営） 

 

 

 

 

 

 

 

③知的障害教育外部専門員（言語聴覚士、作業療法

士、臨床心理士、臨床発達心理士、授業アドバイザ

ー等）と連携した指導力の向上（研修会２回及び年

間） 

 

④指導教諭を中心とした校内 OJT の推進による授業

力の向上 

 

⑤全主任教諭による若手教員育成（授業、分掌等）

の推進（年間） 

⑬夢が丘小、七生緑小、日野第三中、日野高校

との間で児童・生徒作品の交流展示を実施し

た 

⑭地域団地広場での販売活動を６回、集会所に

て５回及び教育フェア「西風」、日野高校文化

祭、湯沢福祉センターでも販売活動を行い、

地域での理解を深めた 

⑮７大学から３０８名を受け入れ、教員免許取

得に向けて機会を提供した 

⑯仮設校舎移転までの４～６月において、体育

館・グラウンドを７団体に４６回開放 

⑰３４名の卒業生等の方々が「ななおカレッジ」

４講座に登録し、余暇活動を行った 

⑱小学部に３名、中学部高等部に各１名の５名

を受け入れ、２２回のインターンシップを実

施し、特別支援教育の理解を深めた 

⑲希望者２名を９月に授業サポーターとして受

け入れた 

 

 

①作業療法士（小・高）、言語聴覚士（中）に講

師を依頼し年間で助言をもらうとともに、

JOC 強化スタッフによる身体機能を高める

ための講演や指導場面への助言も実施して研

究を深め、公開研究会を実施した。外部から

の参加者は１０名であったが、海外の研究者

の参加も得て実践力を高めた。夏季休業日中

の研修として実施した「発達協調運動障害の

理解と支援」についての講演会には、外部か

ら５０名の参加者と共に学んだ 

②オリンピック・パラリンピック教育の全体計

画を立て教育活動全般で実施した。大学教

授・学生を招いてのアダプテッドスポーツ体

験会を全学部で実施。国際理解関連では専門

学校と連携して留学生１０名（４か国、地域）

との交流を全学部で実施。小学部５・６年生

は、日野７小で開催された「夢・未来プロジ

ェクト」に参加し、車椅子バスケットを体験

した 

③外部専門員による校内研修会を小学部２回、

高等部１回実施すると共に、校内研究の助言

者として日常的に指導助言をもらって改善に

生かした（個別指導１１９回、グループ指導

１８回、ケース回２５９回） 

④指導教諭の構想で７チームを編成して、若手

教員の育成を中心に相互の授業力向上を図っ

た 

⑤全主任教諭が育成の課題を設定し若手育成に

努めた 



 

⑥若手教員の他校との相互授業見学研修の実施 

 

 

 

⑦特別支援教育夏季実践交流会の実施（夏季休業日

中） 

 

⑧教員の就学奨励費、学校徴収金に対する理解のた

めの研修会の実施（年３回） 

 

⑨経営企画室と教員の連携による就学奨励費、学校

徴収金の適正な執行 

⑩予算の計画的執行と企画室業務軽減のため、セン

ター執行率向上（６０％以上） 

 

⑪学校評価アンケートの回収率の向上（８０％以上） 

⑫服務事故防止研修及びヒアリングを実施し、服務

規律の徹底と体罰を根絶（研修、及び、ヒアリング

５回以上：事故０） 

⑬学校評価の一環として、高等部生徒による「学校

生活アンケート」を実施（年１回） 

⑭特別支援学校教員免許状取得率の向上（８０％以

上） 

⑮校内環境整備による個人情報紛失防止と業務の効

率化（定期的点検 月１回） 

 

⑯窓口や電話対応に対する保護者満足度（９０％以

上） 

⑰大規模災害時に備えての保健室物品等の整理、 

備蓄（点検及び整備 年３回以上） 

 

⑱校舎改築・改修プロジェクトチームによる、校舎

改築・仮設校舎移転の準備・実施。 

（仮設校舎・新校舎の実施設計…設計担当） 

（教育課程の準備…教育課程担当） 

（保護者、近隣地域説明の実施…説明会担当） 

（仮設校舎期の施設借用準備…施設借用担当） 

（仮設校舎移転準備…移転準備担当） 

⑥本校から南大沢学園に３名、町田の丘学園に

３名、本校に南大沢学園から３名、町田の丘

学園から６名の若手教員が相互に入って研修

し専門性を高めた 

⑦日野市発達支援センター職員・本校教員１１

名が相互施設を見学し、指導実践の協議等を

行った 

⑧管理職・経営企画室担当者を講師として、就

学奨励費・学校徴収金の研修を３回実施し、

適正処理の理解を深めた 

⑨⑧の研修を生かし、企画室担当者と教員が連

携し適正な執行を行った 

⑩センター執行率は５０％。仮設校舎移転に伴

う対応のため、執行場所を修正し教育環境変

化に応じた執行をした 

⑪自宅生保護者から９４．５％回答を得た 

⑫研修及びヒアリングを予定通り実施したのに

加え「教職員の服務に関するガイドライン」

を活用した研修を実施し、事故防止に努めた 

⑬アンケートを実施し、仮設校舎の安全や表示

等についての意見を反映した。 

⑭年度末で８５．８％に取得率が向上した。更

なる取得に向けて研修受講を奨励している 

⑮クリーンデスク・書庫の整備と分掌等による

月１回の定期点検実施し適正管理に努めてい

る 

⑯７４．８％に低下した。適切・丁寧な対応等

の研修を進めていく 

⑰持出用救急セット（３日分）の複数整備、利

用者・来客者用ヘルメットの交換補充、薬品

等の計画的備蓄を進めた 

⑱プロジェクトチームに主任教諭を増強し、校

舎移転への課題解決を図った。夏季休業日中

に引越業務を終え、安全対策や運動施設など

の借用も実現し、９月より仮設校舎での教育

活動を再開させることができた 

 

 

 


