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平成３１年度 東京都立七生特別支援学校 学校経営計画 

 

                 東京都立七生特別支援学校長 中村 由美子 

 

 

 本校は、知的障害特別支援学校として、一人一人の実態を適切にとらえ小・中・高一貫の教育環境

を生かしつつ、質の高い教育を推進し、よりよい「自立と社会参加」を実現する使命をもつ。 

 東京都教育委員会の教育目標・基本方針、東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画

を踏まえ、教職員が一体となって人権を尊重し、教育環境の整備・教育活動の充実に努め、特別支援

教育を推進し、共生社会の実現を目指していく。 

 

１ 目指す学校 

 (1) 人権を尊重し、一人一人の教育的ニーズを大切にする学校 

 (2) 児童･生徒の可能性を最大限に引き出す授業を実施する学校 

 (3) 児童･生徒の自立と社会参加を支援する学校 

 (4) 健康な体つくりを推進する学校 

 (5) 安全な教育環境が整っている学校 

 (6) センター的機能を発揮し地域社会から信頼される学校 

 (7) 地域と連携し開かれた学校づくりを積極的に推進する学校 

 

２ 中期的目標とその達成に向けた方策 

 (1) 保護者のニーズに応じた教育の推進 

  ①知的障害教育外部専門員との連携による授業力の向上 

  ②児童･生徒の将来を見据え、ライフステージに応じたキャリア教育の実施 

  ③小･中･高の一貫した教育活動と学部間指導の継続性 

  ④障害特性を踏まえた指導の充実 

  ⑤発達障害のある児童･生徒に対する教育の充実 

  ⑥年間指導計画及び個別指導計画の一層の充実及び個に応じた指導内容の創意工夫 

  ⑦自立活動の指導の充実 

  ⑧学校生活支援シート（個別の教育支援計画）、移行支援計画に基づく支援体制の確立 

  ⑨「東京オリンピック・パラリンピック教育」実施方針の、育成すべき人間像を実現する教育の

推進 

 

 (2) 進路指導、生活支援の充実 

  ①小学部から段階的に実施する進路指導の実施 

  ②中・重度の生徒の就労指導の推進 

  ③資格取得のための指導の実施 

  ④就労支援、生活支援機関との連携の強化 

  ⑤福祉的就労施設、企業等関係機関との連携の強化 

  ⑥家庭支援及び児童・生徒の健全育成に関する相談事業の充実 

 

 (3) センター的機能の強化 

  ①総合支援組織「サンルーム（相談支援室・進路指導室・保健室）」体制を活用した児童・生徒、

保護者、地域関係者への相談・支援活動の充実 

  ②日野市内の小・中学校、高等学校等への相談・支援の充実 
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  ③特別支援学校に在籍する児童・生徒についての理解推進を図るための、小・中学校、高等学校

との多様な交流及び共同学習の充実 

 

 (4) 生活指導、安全指導の充実 

  ①いじめや体罰、不適切な指導のない人権に配慮した教育活動の実施 

  ②児童・生徒の障害特性や発達段階に応じた人権教育の推進 

  ③自己肯定感やお互いの良さを認め合う気持ちや態度の育成 

  ④校外における学習時の安全性の確保 

  ⑤規範意識の育成を図る教育の推進 

  ⑥大規模災害時を想定した体制及び物資の整備 

  ⑦障害者等を対象とした第二次避難所・近隣施設との防災体制の整備 

  ⑧様々な困難・ストレスの対処方法、ＳＯＳの出し方、伝え方の指導充実 

 

 (5) 円滑な教育活動の推進 

  ①日常業務や授業改善をとおした校内ＯＪＴ体制の整備 

  ②保護者、七生福祉園等との連携の強化 

  ③危機管理マニュアルの定期的な改訂及び関係機関等との円滑な連携 

  ④経営企画室の積極的な学校経営への参画 

  ⑤メール配信システムやホームページ等の活用による緊急時の連絡体制の整備 

  ⑥本設校舎の改築・改修業務の推進 

 

３ 今年度の取組目標とその達成に向けた具体的方策 

 (1) 学習指導 

取組目標と具体的方策 数値目標等 

①新学習指導要領の学部別実施 移行準備 

②キャリア教育全体計画及び「キャリア教育 指導の視点」（個別編・

集団指導編）を基にした各学部での適切な実施 
通年 

③キャリア教育に対する保護者満足度 ９０％以上 

④個別指導計画について保護者等への面談及び満足度 年３回、９５％以上 

⑤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 

⑥授業力向上を目指した教員相互の学び合いによる OJT ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ実施 年５回以上 

⑦授業の充実に向けての研究授業、学習指導案細案授業における指導

教諭、主幹教諭による指導、助言の実施 
全教員 

⑧年次研修対象者を中心とした指導教諭等による指導･助言 対象者全員 

⑨知的障害教育外部専門員によるアセスメント等の実施及び連携によ

る指導方法の改善 

アセスメント、ケース会

等年３００回以上 

⑩アセスメントの個別指導計画作成への反映 １００％ 

⑪生活単元学習、自立活動の指導内容の整理及び内容の充実 指導内容の再編 

⑫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 

⑬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 

⑭タブレット端末活用研修会の実施による ICT機器の活用の充実 研修会１回以上 

⑮オリンピック・パラリンピック教育の推進（学校２０２０レガシー） 
障害者理解に向けた芸術

作品の展示 
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 (2) 生活指導 

取組目標と具体的方策 数値目標等 

①人権教育推進のため、学級経営計画への内容の明記及び指導改善 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 教育活動全体 

⑤発達段階に応じた計画的な一人通学の推進 保護者満足度９０％以上 

⑥スクールバス乗務員に対する研修会の実施 年３回 

⑦スクールバス懇談会の実施及び安全対策向上 年２回 

⑧スクールバスの安全運行に対する保護者満足度 ９０％以上 

⑨薬物乱用防止に関する指導 中学部・高等部年１回 

⑩セーフティ教室の実施 各学部年１回 

⑪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 

⑫多様な災害及び仮設校舎に応じた避難訓練の実施 
年１２回 

（全校１１、教職員１） 

⑬防災教育推進委員会の実施及び関係機関との連携 年２回 

⑭近隣施設との職員による防災訓練の相互参加実施 ５回以上 

⑮保護者・地域関係者と連携した一泊二日宿泊訓練の実施 高等部１年：１回 

⑯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 
いじめ０件 

⑰児童・生徒の本人相談の充実 個々の実態に応じて対応 

⑱様々な困難・ストレスの対処法を身に付ける指導、ＳＯＳの出し方

や伝え方を学ぶ指導の充実 
通年 

 

 (3) 進路指導 

取組目標と具体的方策 数値目標等 

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 
希望者全員 

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 希望者全員 

④パソコン入力検定８０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 
取得率９５％以上取得 

⑤中学部でのインターンシップの充実 半日の企業等体験 

⑥事業所説明会、保護者対象進路見学会、進路講演会の実施 
説明会：年１回、見学会：

年２回、講演会：年１回 

⑦各学部の保護者会等で本校の進路に関する説明及び進路指導便りの

発行を含む進路情報の積極的発信 

説明：年１回 

便り：年１０回 

⑧進路情報に対する保護者満足度 ９０％以上 

⑨新規採用教員及び転入教員による卒業生職場見学の実施 対象者全員 

⑩卒業後の情報収集（進路先訪問）と定着支援 ３０年度卒業生全員 

⑪主権者教育の推進 
学部の実態に応じた取組

を実施 
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 (4) 特別活動 

取組目標と具体的方策 数値目標等 

①学部ごとの交流及び共同学習の推進 
交流校３校：年２回、小学

校との交流授業１０回 

②学部ごとの交流及び共同学習への保護者満足度 ９０％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９０％以上 

保護者８０％以上 

⑤詳細な事前対策による校外行事の安全な実施 事故０件 

⑥部活動をとおした健全育成、自己の力の伸長 通年 

⑦部活動における大会参加、発表会の機会充実 通年 

⑧教育フェア「西風」におけるダンス部の高等学校とのコラボレーシ

ョン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 

取組目標と具体的方策 数値目標等 

①基礎体力（体幹等）の向上と自立活動を関連付けた指導実践の充実 通年 

②アレルギー対応に関する研修会及びシミュレーション研修の実施 年１回以上、全学年１２回 

③学校給食運営委員会による、アレルギー対応の情報収集及び事故防

止指導の推進 
年３回以上 

④食育及び健康指導の推進 通年 

⑤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 

⑥学校給食への保護者満足度 ９５％以上 

⑦給食試食会の実施 保護者等２０人以上出席 

⑧摂食指導充実のための研修会の実施及び専門家による指導 研修会：年１回 

⑨救命救急模擬訓練、ＡＥＤの講習会の実施 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保護者や七生福祉園職員と連携した、宿泊行事及び校内での服薬の

適正な実施 
事故０件 

 

 (6) 広報・地域交流、地域支援等 

取組目標と具体的方策 数値目標等 

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 ８０％以上 

③障害理解のための多様な対象者への出前授業 １５回以上 

④学校公開の実施 年１回・参加者 110人以上 

⑤柔軟な学校見学機会の設定による進路選択支援 
各学部毎の見学会及び個

別体験見学会 

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 月１０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、学童保育の巡回相談・支援 年１０回以上 
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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特別支援学級の専門性向上事業の実施（都立学校教育部事業） 通年で小学校１校 

⑫小学校、中学校の知的障害特別支援学級から特別支援学校高等部ま

での一貫した教育課程の研究事業の実施（指導部事業） 

通年 

（小学校１、中学校１） 

⑬近隣高等学校特別支援教育コーディネーター等との連携 年５回以上 

⑭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 

⑮理解推進事業として交流校及び地域施設における芸術作品展示 通年 

⑯地域での理解啓発を兼ねた作業製品の販売及びサービス提供の拡大 年１０回以上 

⑰介護等体験受け入れ事業の推進 ３１０人以上受入 

⑱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 

⑲明星大学と連携した学生のインターンシップ受け入れ 年間５名程度 

⑳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 

取組目標と具体的方策 数値目標等 

①大学教員等専門家を招聘し研究活動を推進 公開研究会を実施 

②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回及び通年 

③模範授業等の指導法研修への積極的派遣及び還元報告等による指導

力向上研修の充実 
通年 

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 通年 

⑤全主任教諭による若手教員育成（授業、分掌等）の推進 通年 

⑥若手教員の他校との相互授業見学研修の実施 １０名程度 

⑦教員の就学奨励費、学校徴収金に対する理解促進 研修会年３回 

⑧経営企画室と教員の連携による就学奨励費、学校徴収金の適正執行 事故０件 

⑨予算の計画的執行及び企画室の業務軽減（学校経営支援センターで

の執行率向上） 
５０％以上 

⑩学校評価アンケートの回収率の向上 ９０％以上 

⑪服務事故防止研修及びヒアリングによる、服務規律の徹底と体罰の

根絶 
事故０件 

⑫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」

の実施 
年１回 

⑬特別支援学校教員免許状取得率の向上 ９０％以上 

⑭校内環境整備による個人情報紛失防止及び業務の効率化 定期的点：月１回 

⑮窓口や電話対応に対する保護者満足度 ８５％以上 

⑯大規模災害時に備えた保健室物品等の整理、計画的備蓄 点検及び整備：年３回以上 

⑰会議の精査及び定時退勤促進日の設定による教職員のライフ・ワー

ク・バランス推進 
毎週２回、長期休業日 

⑱医療的ケア実施体制の構築 随時連携校と情報交換 

⑲校舎改築期間中の安全対策・施設借用・渉外業務の推進及び新設校

舎移転に向けた具体的準備 

プロジェクトチームによ

る対応 

 


