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奈良県立明日香養護学校

令和元年度　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３０年度の成果と課題 令和元年度の重点目標 具体的目標
＜成果＞
・学校研究テーマに「授業づくり」「キャリア教育」の視点
で全校的に取り組み、外部講師を招聘した研修会、学
部毎の事例研究、学部をまたがる縦割りグループ研修
等々で、検討し、年度末に報告会を持ち、次年度の課
題を検討し、継続した取組を確認できている。
・大阪北部地震を契機に、再度マニュアルの確認と改
訂を行い、次年度には各分掌毎に進めるのでなく、災
害対策委員会を起こし、緊急避難時の備蓄品の充実を
進めていくことを確認した。

＜課題＞
①センター的役割として、各市町村の教育支援委員会
や自立支援協議会、連絡会等に積極的に参加し、イン
クルーシブ教育の充実に向けて、また本校の教育内容
について、適正な就学に向けて、積極的に行う。
②全肢P連奈良大会（R元年度）・全肢研夏季研修会（R
２年度）・全病連奈良大会（R３年度）・全肢頭奈良大会
（R３年度）の準備を学校をあげて取り組んでいく。

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

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

B

【自立活動部】動作の課題や授業支援など、各
学級や学部から、スムーズに情報を共有するた
め、○支援希望ボード○各学部の支援希望
シート等を利用して、システムを構築していきた
い。
　自主研修等で、様々な形で児童生徒の実態
把握や実践を伝達・共有できるように、研修機
会を増やす。
　○動作の手技や発達について、○車椅子の
基本、○介助の基本（抱き方、衣服の着脱、移
乗）、○装具の装着の仕方、○排痰支援、○摂
食について、○感覚と運動の高次化理論、○認
知（検査）等々を【特別支援教育実践研修　肢
体不自由コース】として夏期休業中も利用して
実施。
　来年度も学級・学部より課題や問題点を事前
に聞き取りながら、支援会議に繋げていきたい。

【教育企画部】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。また、ビデオを
撮影し、放課後を利用して授業支援を行う。
　キャリア教育をすすめるに当たって、学部間の
連携が重要になってくるので、事例検討を全体
で行う際は、学部間の交流が活発に行えるよう、
工夫を加えていく。
　インタレスト研修は、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。
　事例検討は、キャリア教育の欄に記入。

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

【自立活動部】身体を通した学習場面で
の支援を行ってきた。今年度はできる限り
学部からの支援要請に伴って支援を行う
予定であったが、なかなか授業や課題の
吸い上げがスムーズにできず、授業支援
につなげられなかった。

【教育企画部】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。
　新しく明日香養護に来た教員が増えて
いるので、相談する機会が少なくなってい
る。来年度も同様の方法で行いたい。

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。

学校関係者評価及び分析

【教育企画部】学部でキャリア教育をすす
めるための事例検討を積み重ねることが
できた。
　全体研修では、高等部と病弱教育部門
のたちばな祭について報告していただい
た。縦割りグループでの検討を行ったが、
学部間のアイデアの交流活発に行えた。
また、病弱教育部門の指導について理解
を深めることもできた。

【高等部】［肢］ポートフォリオで、目的や
反省など、振り返れて良かった。生徒主体
で反省を書かせるのは難しいところがあ
る。　［病］事例発表をしたことでQ&Aもで
きたし、病弱のことを知ってもらえて良かっ
た。たちばな祭では、生徒主体で取り組
めたので、良かった。

積極的な授業支援の実施

事例検討会の実施

１．「学校評価アンケート」（保護
者・教員）の評価
　A　よくできた
　B　まあまあできた
　C　あまりできていない
　D　ほとんどできていない

【授業づくり・授業改善】
　①子どもの学習課題に応じた学
習指導。
　A　（保）77.1％　（教）20.6％
　B　（保）19.3％　（教）71.4％
　C　（保）1.2％　（教）3.2％
　D　（保）1.2％　（教）0.0％
　無回答　（保）1.2％　（教）4.8％

　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
　A　（保）80.7％　（教）17.5％
　B　（保）16.9％　（教）61.9％
　C　（保）1.2％　（教）11.1％
　D　（保）1.2％　（教）1.6％
　無回答　（保）1.2％　（教）6.3％

＜保護者アンケートより＞
　「意思疎通（コミュニケーション
力）の取り方について、小学部か
ら継続してほしい。」「卒業に向け
て、本人が何を目標としていける
のかを親と相談しながら早くから
取り組んでもらえたら。」「タブレッ
ト機器を小学部から取り入れてほ
しい。」「B課程の授業内容の充実
を」などの意見が出された。
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【自立活動部】年間計画に基づいて研修
を実施した。昨年度は自主研修等積極的
に行ったが、今年度は学校全体の調整の
中、十分には実施できなかった。
【教育企画部】インタレスト研修は、自立
活動部が主体で実施された。
　自主研修は、視線入力装置などICTに
関する内容や自立活動に関する自主研
修が実施されたが、来年度も新しいニー
ズに対応する研修が活発に行われるよう
にしたい。

今年度の１学期はからだ・健康の支援会
議に各学部の部員が参加した。その際、
児童生徒の健康面を把握できておらずア
プローチはできなかった。２学期以降は支
援会議が実施されていない。

【教務部】校務支援システムの運用をスムーズ
に行えるように、他校とも連携しながら進めてい
く。校内の教育課程を充実させ、引き続きカリ
キュラムマネジメントを促進していく。

【健康安全部】年度当初に全校児童生徒の健
康についての課題を部員全体で確認する。
　支援会議には、各学部の部員だけでなく、で
きる限り部長、養護教諭が参加して健康面のア
プローチを実施していく。ただ、支援会議以外
に｢健康面の課題を支援計画に反映｣する手段
がなく、例年評価を向上しにくい。

肢体不自由教育・病弱教育の専門的指
導力の向上

④

②

［肢］A課程の授業は、クラス担任と授業
担当と話ができていないことが多い。［病］
生徒の実態に合わせて、来年度の教育
課程の学校設定科目として演習に変更し
ている。

C

担任や副担以外の関わりを持つことで人
との関係を広げられた。
また、通学の教員や拠点校変更に伴う奈
良養護の教員等の訪問を通して、訪問教
育の理解を進めることができた。

２．考察
　『個別の教育支援計画』は、入
学時から卒業後までの支援に向
けて、保護者と共に、成長の過程
で変更しながら作り上げていく。
各授業では、具体的目標や内容
を検討した『個別の指導計画』を
作る。これからも、より保護者と綿
密に連携を取りながら、途切れな
く取り組みたい。
　タブレット機器活用は、R2年度
より「GIGAスクール構想」により、
小学部から段階的に導入される。
また、『個別の教育支援計画』『個
別の指導計画』の様式もR2年度
より県内の特別支援学校で統一
されるが、本校独自の記録も残し
ていきたい。

３．意見
　①今年度の進路指導の取組と
進路状況について、「テレワーク
等企業研修」が新しい取組・進路
開拓としてあげられた。肢体不自
由児だけの取組というわけではな
いと思うがどうか。
　また、ICT関連を教えられる教員
が必要である。
　テレワークの企業実習が1週間
しただけで効果があったということ
は、校内の教育が十分でなかっ
たのではないかと思う。
　②ICT機器が小学部から配備さ
れ、子どものコミュニケーション方
法を継続してもらえることはありが
たい。

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し、
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。管理職も参加しても
らい訪問教育のこと知ってもらう機会に
なった。

本校のカリキュラムマネジメント進める中
で、学校教育目標のもと、各学部等中心
に児童生徒の実態に合わせた教育が行
えるよう、授業改善に取り組んだ。

授業改善シートの活用でキャリアの視点
を確認し、児童の課題に迫った取組を行
うことができた。また、ポートフォリオを実際
に各クラスで作成し学部で共有することが
できた。

授業づくり研修とリンクさせた形で授業会
議を持つことができ、教員の意識改革お
よび教材や作品の取り扱いなど情報共有
ができた。
　また、学部行事についてキャリア教育の
視点を踏まえて計画実施し見直すことが
できた。
　授業会議を設定することが難しい時期も
あるため、次年度には工夫を要する。

支援会議は実施しているが、授業会議や
全体会議が重なる時期であったため、実
施できない学級もあった。

校務支援システムワーキンググループに
参加し、他の支援学校とともに調整を行っ
た。2月1日現在ではシステムの試用段階
に至っていない。

課題共有のための支援会議の実施

複数訪問の実施

実情を踏まえた教育課程編成・検討

学級・授業会議をとおし、課題共有

学級・授業会議をとおし、課題共有

学級・授業会議をとおし、課題共有

インタレスト研修、自主研修の実施

実態に応じた教育課程による系統的な
指導

校務支援システム導入に向けて校内外の調整

健康面からの課題を支援計画に反映

支援会議を年4回開催

個別の教育支援計画の充実及び指導
計画の円滑な運用

【小学部】キャリア教育についての研修3年目の
テーマに沿って、授業改善につながる研修を行
う。

【中学部】設定された授業会議のみではなく、
ミーティングや学部会を活用し情報交換や授業
の質の向上をはかっていく。引き続きキャリア教
育の視点で特別活動等の見直しをすすめてい
く。学部の行事予定表を作成時に他の会議を
入れず、学年・学級会議を設定した日を設ける
ことで意識して話し合いの場を持つ。授業会議
の設定は学部教務、学年・学級会議について
は主事が中心となって行う。

【高等部】［肢病］継続して取り組む。［肢］振り返
りシートを定着させて、丁寧に進める。
［肢］B・C課程の話し合いも踏まえてA課程の話
し合いを進めていく。
［肢病共通］肢病一緒に授業会議を行っていく。

【訪問教育】訪問は個別に訪問して授業を行っ
ているので、情報を共有することが大切。
　主・副担の学級会や訪問教員全員での「個別
の指導計画」の確認会議や評価等の回覧での
確認等は継続する。指導計画の確認会議は、
写真や動画を使用して伝わりやすいように工夫
する。管理職にも参加してもらう。
　複数訪問の実施については、来年度も継続。
管理職の同行ができなかったので計画的に進
めていく。夏休みを利用しての通学教員の同行
や夏休みを含め普段からの自立活動部長、支
援教育部長、進路指導主事、医ケア部長等の
同行を計画的に行っていく。
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［肢病共通］修学旅行では、肢病の生徒
が仲が良く、一緒に活動できて良かった。
昼休みにゲームなどで一緒に遊ぶことが
できた。体育も一緒に行うことで、生徒同
士で学びの機会もできた。

【高等部】［肢病共通］今後も生徒の実態に合わ
せて、授業や行事など一緒に取り組んでいく。

肢病併置校の特性を生かした生徒の自
主的活動の促進

【支援教育部】福祉制度の手続きや事業
所の特性等について各学部の現状に併
せて学部研修を行った。

【教育企画部】学部研修＝学部研修が他
学部の教員でも参加できるように、研修内
容を回覧し、案内することができた。特に
病弱教育部の研修を共有することができ
た。
　研修報告会＝時期は変更になったが、
研修報告会を開催することができた。研
修内容の共有は、もちろんのこと、プレゼ
ンテーションについても技術向上が認め
られた。
　明日香奈良合同研修会＝明日香奈良
合同研修会は、医療的ケアに関する分科
会を加えた。両校とも評価が高く、互いの
医療的ケアの良いところを、教員間で共
有することができた。
　授業づくり研修＝基礎的汎用的能力の
視点とポートフォリオを学習時間に活用す
るために、1学期は、理解を深める研修、2
学期は、各学部で、実践で生かす研修・
研究を行った。各学部ともポートフォリオ
の活用や基礎的・汎用的能力の視点が
入った授業計画をたてることができた。ま
た、実践しながら理解を深めることもでき
た。
　授業づくり全体研修＝各学部が取り組
んだ結果やアイデアを共有することができ
た。
　基礎的汎用的能力などテーマごとに、
縦割りグループで話し合うことができた。
キャリア教育を進めるにあたって、学部を
越えた連携が必要になるので、よい機会
を作ることができた。

教員・保護者対象の進路研修の実施

児童生徒
の自立と社
会参加

教員研修の促進

【支援教育部】福祉制度の手続きや卒業
生が利用している事業所について各学部
の現状に併せて学部研修を行った。

【小学部】進路主事と連携し、福祉サービ
ス（在校生や卒業生が使っている事業所）
についての保護者研修を実施した。ま
た、教員への研修では、保護者研修で出
た質問も含め、学部で共有することができ
た。

生徒の実態に応じた自主的活動の学習内容の
工夫・充実

① キャリア教育の理解と推進 B

１．「学校評価アンケート」（保護
者・教員）の評価
【児童生徒の自立と社会参加】
　③進路学習や進路体験学習の
充実（中学部・高等部）。
　A　（保）34.9％　（教）14.3％
　B　（保）26.5％　（教）33.3％
　C　（保）6.0％　（教）17.5％
　D　（保）2.4％　（教）3.2％
　無　（保）30.1％　（教）30.2％

　④保護者との連携強化。
　A　（保）71.1％　（教）34.9％
　B　（保）25.3％　（教）49.2％
　C　（保）0.0％　（教）6.3％
　D　（保）1.2％　（教）0.0％
　無回答　（保）1.2％　（教）7.9％

＜保護者アンケートより＞
　保護者との連携強化では、連絡
帳を通じて、保護者とのやりとりに
なるので、より丁寧に取り組む必
要がある。
　「保護者の思いにしっかりと耳を
傾けてくれるように。」「PTの訓練
や放課後等デイサービスの様子
も見に来てほしい。」との意見が
出された。居住地校交流につい
て３件意見が出された。

２．考察
　各学部の授業参観・懇談会で
保護者の思いをより丁寧に聞き
取っていくと共に、日々の様子も
保護者が送迎してくださっている
家庭には、ほんの少しの時間も活
用して授業での様子を伝えている
が、『連絡帳』が頼りになる家庭に
対しても、学級教員間で伝達事
項をしっかりと共有し、行き違いの
ないようにきちんと返していきた
い。

【支援教育部】高等部の生徒の実態が、生活介
護事業所から就労、進学まで多岐にわたる。令
和２年度は、高等部の生徒が全体で３０名余り、
3年生が12名、2年生が15名と今までにない大
人数となりため、支援部進路係から進路部とし
て独立し業務を分担したい。
　高等部と協力して、OkiワークウエルやNTT
データだいちなどテレワークについて実習や会
社説明などを行った。
　進路に向けては、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。

【教育企画部】学部研修＝来年度も学部研修を
他学部の研修に参加できるように協力をお願い
したい。
　研修報告会＝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。
今年度同様、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。その際、発表者がプ
レゼンテーションの技術を磨けるような工夫をし
たい。
　明日香奈良合同研修会＝来年度は、近肢研
があるので、日程の吟味を行うことが必要とな
る。明日香奈良合同研修会は、行わない。
　授業づくり研修・授業づくり全体研修＝基礎的
汎用的能力については、実践からわかったこと
をまとめ、ガイドになるようなものを作成し、試用
できるようにする。
　ポートフォリオの活用については、主に取り組
む時間を決め、キャリアパスポートの作成につな
がるようにしたい。
　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。

【小学部】キャリア教育についての研修3年目の
テーマに沿って、授業改善につながる研修を行
う。



（特活部） B

（支教部） B

（支教部） A

（高等部） B

（高等部） A

（特活
部・支
教部）

A

（中学部） B

【特別活動部】たちばな祭では、小学部・
中学部は舞台発表、高等部はイベント発
表を行い、また並行して校内作品展を実
施。児童生徒の学習成果を発表する場と
なっている。児童生徒の増加に伴い、各
会場にゆとりがなくなってきている。

【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も学習成果の発表
の機会と捉えている。

B

総合的な学習の時間・HRの有効活用

学習成果発表の機会の促進

児童生徒会活動の活性化

児童生徒個々の目標設定の促進

市町村・事業所等の情報を各学部へ提供・共有

進路指導計画の作成

　昨年度から始めたクラブ活動が、昼休
みの活動として月２回実施が定着した。ま
た生徒会役員の提案で、２学期より新規
に音楽クラブを始めることができた。クラブ
活動を支援する教員の確保が課題であ
る。
　毎月１回、生徒会役員を中心として挨拶
運動を実施。１月は挨拶強調月間として、
挨拶運動の回数を増やして実施できた。
　10月の清掃活動強調月間には、クリー
ンキャンペーンとして、生徒会役員のメン
バーを中心に校門前の通学路付近のゴミ
拾いを実施できた。
　児童生徒会選挙では、昨年度より小学
部５、６年生の参加が始まり、今年度にお
いて初の投票体験が実現した。
　文化鑑賞会やたちばな祭など文化行事
での挨拶や司会進行を生徒会役員中心
に行った。生徒会だよりの発行は、教員
主体で実施せざるをえない現状がある。

各担任と話し合いながら個々の生徒の状
態に合わせて具体的な目標を設定する。

ヘルパーや移動支援の利用、放課後等
デイサービスなど、個々の児童生徒につ
いての情報を提供した。

【支援教育部】各担任と話あいながら個々
の生徒の状態に合わせて卒業後に向け
ての具体的な計画を作成している。
［肢］就労については、情報も少なく、進
路体験を就労に結びつけていくのが難し
かった。
［病］今年度、進路指導計画の作成ができ
なかった。

［肢病共通］在宅テレワークは、将来の働
き方への選択肢の１つとして広がった。卒
業生や自立して生活されている方に進路
の話が聞けて良かった。進路として夢で
はなくて実現できることとして、仕事だけで
なく、生活のことも聞けたので良かった。

卒業後の生活に向けた支援体験学習の実施

進路学習や進路体験学習の充実

夏休みを中心に保護者と一緒に支援体
験学習を進めることができた。

② B

　中学部ではポートフォリオの活
用として、廊下に個別に授業の様
子の写真や作った作品をクリア
ファイルに入れて、保護者に見て
もらえるようにした。各学部でも、
廊下での掲示物に工夫を凝らし
て、活動の様子を保護者・来校者
に伝えようと努めている。
　自立活動部では次年度も夏期
休業中に『からだ楽々学習会・伝
達会』として、本校での「動作の学
習」について保護者に理解してい
ただく。当日に参加できない保護
者のためには、『宿題シート』を
作って活用してもらうと共に、個別
に伝達する機会も設定していきた
い。
　また、進路情報についても保護
者に福祉サービスや事業所情報
を提供していき、PTA進路部と協
力して、研修会や見学会など
ニーズに合ったものを実施してい
く。また、教員には夏期休業中に
事業所見学を実施し、本校の卒
業生が利用している事業所や放
課後等デイサービスの見学を継
続していきたい。
　居住地校交流は、本校や居住
地校の学級担任が入れ替わるこ
とも踏まえ、引き継ぎを行えるな
ら、年度内に双方の児童生徒の
評価を行い、次年度への見通し
を立てるよう働きかけていきたい。

３．意見
　①事業所を経営していて、利用
者の社会人としての基礎力（言葉
遣い等）、スキルが足りないと感じ
ている。指導してもらえたらありが
たい。
　②保護者への「学校評価アン
ケート」で「D　ほとんどできていな
い」と評価されている項目があるこ
とについてどう捉えているのか。

【自立活動部】各学部・学級での啓蒙・啓発を図
り、保護者の行事としても意識付けを高めていき
たい。「からだ楽々学習会・伝達会」として開催
し、参加が難しい保護者に対しても「宿題シー
ト」を活用して、伝達機会を特設で設けていくこ
とを提案していきたい。併せて簡単な手技につ
いて研修を行うことで、学習会参加に準じる情
報を提供する。
　引き続き研修機会を設定するとともに、事業所
向けにはより啓発していきたい。また、誰もが伝
達できるように養成していきたい。

【教育企画部】近肢研について＝来年度、近肢
研の担当校に当たっている。大きな研究大会を
連続して担当するので、どこの分掌に所属する
かわからないが、近肢研専任の教員をおくこと
をお願いしたい。

【特別活動部】昼休みのクラブ活動において、
サポート教員の協力体制を新たに提案するなど
して、休止することが無いようにしていきたい。
　生徒会役員の公約であった七夕飾りのプチイ
ベントを実現させたが、教員主体で準備・実行
に移していた。今後は、生徒会役員の主体性や
果たすべき役割を確認しながら進めていきた
い。
　クリーンキャンペーンの参加者を広げるため
に、金バサミや軍手など道具類の確保を行った
うえで、参加を呼びかけたい。
　児童生徒会として、小学部の参加の在り方に
ついて、検討と改善を図りたい。
　たちばな祭では、必要に応じて各会場運営の
見直しを行う。応援体制に対しても、可能な限り
協力体制を図る。



③ （体安部） B B

（支教部） B

（自活部） A

（自活部） A

（小学部） A

（中学部） A

（高等部） A

（教企部） A

体育の授業と連携をとり、色々な障害者ス
ポーツの体験を通して自ら個々に合った
種目を選択し、学習に取り組んだ。練習を
重ねることで障害者スポーツ大会へ参加
して、力を発揮したいという思いが育って
きているため、参加率を上げていきたい。

【教育企画部】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。学校により、前年度からの引
き継ぎが不十分な居住地校もあった。対
応が不適切な学校においては、学校長か
ら申し入れをしてもらった。
　交流は小学部で約86%,中学部で約15%,
訪問教育小学部１名、高等部１名行われ
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のため年度初
めに研修会を開いた。

２日間の実施した。保護者・家族の参加
の増加が見られず停滞気味である。研修
は概ね好評であり、引き続き実施していき
たい。

「からだ楽々学習会」「家族のためのから
だ楽々講座」「事業所向けの公開週間」
等で、伝達研修機会を設けて実施した。

明日香小学校３年と年度初めのプロ
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。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。

年間５回の交流を行うことができた。事前
の打ち合わせ等は、双方の担当者を中心
に行った。

［肢病共通］1学期７月の交流が台風の影
響で中止になったが、２学期にその分を
入れて９．１０．１１．１２月の４回実施した。
月に１回の交流が実施できたことで高取
国際高校の生徒との関係が深まった。今
年度、たちばな祭の準備も一緒にできて
良かった。

各種スポーツの体験及び機会の促進

市町村・事業所等との連携強化

「からだ楽々学習会」（夏期集中学習会）の２日実施

保護者・支援者対象の学習会の実施

学校間交流の推進

学校間交流の推進

学校間交流の推進

居住地校交流の促進

事業所との懇談会、PTA学習会を通して
話し合いや情報提供をした。
希望があれば、高等部の保護者に対し
て、実習時や個々に見学や説明をしても
らった。

④ 保護者、地域等との連携強化

障害者スポーツ大会等への積極的な参
加の推進

⑤

A

A共生社会の実現に向けた取組の推進

【体育安全部】引き続き授業と連携して取り組ん
でいく。オリンピックの開催に伴い、スポーツへ
の関心が高まっているので、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】居住地校交流＝年度初めの意
義や目的理解の研修は、継続する。今年度課
題の残った学校は、年度初めに校長より連絡を
入れてもらい、スムーズな交流につなげる。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。

【小学部】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。
　学校間交流＝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。

【中学部】３年間で一度も体験学習を実施するこ
とができない生徒も居るため、保護者対象の進
路研修会等を通じて高等部卒業後の生活や未
来像などについて丁寧に伝え、体験学習の必
要性の理解を深めてもらうよう努める。
　学校間交流＝より一層良い交流となるよう、本
校の生徒の実態を相手校の教員や生徒に知っ
てもらえるよう伝える機会や方法について工夫し
ていく。

【高等部】［肢］就労については、情報も含め早
めに計画していく。［病］いろんな実態がある中
で、方向性を決めて、来年度進路指導計画をま
とめていく。
［肢病共通］生徒の実態に合わせて進路の幅が
広がるような身近な進路学習会を実施していく。
　学校間交流＝［肢病共通］今年度を踏まえて、
今後の交流の実施時期、内容を考えていく。来
年度は、高取国際高校文化祭での交流ができ
ないため、交流のもち方を考えていく。



（医ケア部） B

（自活部） C

（健安部） A

（医ケア部） B

（健安部） A

（医ケア部） B

（医ケア部） A

（医ケア部） A

（医ケア部） B

（医ケア部） A

（自活部） A

（自活部） A

【健康安全部】個別相談での内容を文章におこ
して、養護教諭が確認し、日頃の対応に生か
す。保護者に向けて、年度初めに精神科医相
談について保護者向け案内を出す。今年度
は、肢体不自由部の生徒が１学期に相談を行っ
たが、原則は病弱部の生徒が優先であった。必
要に応じて調整を行うのではなく、精神科相談
の回数を増やし、肢体不自由教育部門と病弱
教育部門でそれぞれ実施できるように検討す
る。
　連携＝各委員会と今後も連携し本校児童生
徒の健康維持・向上に向けて取り組んでいく。ま
た、学校保健主事の業務に食の推進委員会が
あるので、来年度より評価対象を｢食の推進委
員会｣と｢学校保健委員会｣との連携に書き換え
てもらいたい。
　感染症＝感染症マニュアルに合わせ、適宜学
校医の助言を得ながら、今後も学校全体で感染
症拡大防止に向けて取り組んでいく。

医ケア委員会には、健康安全部長、養護
教諭が参加し、医療的ケアを有する全児
童生徒の身体面・健康面の情報交換を
行った。また、学校保健委員会は保健主
事を中心として健康安全部で本校の学校
保健について報告書を作成した。そして、
報告書をもとに委員会では、学校医、学
校薬剤師、PTAから指導・助言をいただ
いた。

学部別に必要な内容の研修は実施でき
た。また、学部により実技については経験
年数も考え、基本的なことから行った。

本校の子どもたちをより理解していただく
ために授業の様子をiPadで記録して持参
した。また授業を見据えての医療的ケア
実施に理解をいただいている。

児童生徒
の健康状
態の保持・
改善

A

身体面について情報の共有ができ、クラ
スとともに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。
朝の10分間カンファレンスにより情報の共
有もできた。

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

感染症発生時の緊急会議の実施

保健スタッフとの連携及び呼吸・排痰支援の実
施

クラス、保健スタッフと連携し、異常の早期発見
に努める

迅速に集まり対応することができた。

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。クラスにより、クラス・保健スタッフ
との事前打ち合わせがスムースでない場
合もあった。

登下校時に子どもの様子について情報交
換はしている。
今年度、常時人工呼吸器の児童入学の
際にも見学等をさせていただき児童理解
が深められた。しかし、定期的ではないた
め、連携が確立できているとはいえない。

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。

年間計画に基づき、整形相談を実施して
いる。また、小学部・中学部に入学してく
る児童生徒に対して、入学前相談を実施
した。

学校生活を鑑みた主治医懇談会の実施

事業所との連携

③

A

学期に1回健康相談会の実施

整形外科相談の実施

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

毎朝の連絡会を実施するとともに、必要
に応じて連携しながら、児童生徒の支援
を実施している。

整形外科・療法士と学校との情報共有・連携強化

専門医等との連携強化及び教育内容・
環境の充実

自立活動部、健康安全部と連携し健康維持に
努める

①

②

宿泊を伴う活動への看護師派遣の調整・実施

B

健康安全部とはヒヤリハット、感染症につ
いて連携して取り組むことができた。自立
活動部とは部間での連携は少なかった。
クラスを通して呼吸面等のやりとりはでき
た。

児童生徒の体調変化への適切な対応

A

保護者の依頼に基づいて必要に応じて、
療法士との連携を図り、学校での様子や
状況の伝達や情報共有を行った。

１．「学校評価アンケート」（保護
者・教員）の評価
【児童生徒の健康状態の保持・改
善】
　⑤教育環境づくりと安全安心の
確保。
　A　（保）71.7％　（教）63.5％
　B　（保）21.7％　（教）34.9％
　C　（保）3.3％　（教）0.0％
　D　（保）1.7％　（教）0.0％
　無回答　（保）1.7％　（教）1.6％

　⑥教職員の医療的ケアのスキ
ル向上及び医療機関との連携強
化。
　A　（保）71.7％　（教）49.2％
　B　（保）21.7％　（教）39.7％
　C　（保）3.3％　（教）6.3％
　D　（保）1.7％　（教）0.0％
　無回答　（保）1.7％　（教）3.2％

＜保護者アンケートより＞
 　「スクールカウンセラーを配置し
てほしい。」「ヒヤリハットの内容
は？」など。感染症対策について
６件の意見が出された。

２．考察
　本校では、学級担任・学部主事
と養護教諭・保健スタッフ（看護
師）が密に連携を取りあって、重
度な子どもたちの体調変化には
気をつけている。また、発作等の
緊急対応についても、すぐに対応
できるよう教員によるシミュレー
ション研修も毎学期、複数回実施
している。
　医療的ケアについては、学級教
員による喀痰吸引等の研修（第３
号研修）を行うだけでなく、日頃か
ら学級教員のスキルを磨くため、
保健スタッフの指導のもと、研修
を今後も継続していく。
　ヒヤリハットについては、朝の打
ち合わせ会（職朝）で報告し、互
いに共有し、気をつけるようにして
いる。学期末には事故対策防止
委員会で検証している。今年度よ
りヒヤリハット事例を活用するため
にデータベース化を行った。
　感染症対策については、呼吸
器等の疾患がある子どもたちも多
いので、保護者の理解を求めて
いきたい。

【医療的ケア部】連携＝来年度は、クラスごとで
情報共有の差がでないように工夫、周知を図
る。朝のカンフアレンスについては有効であるた
め続行する。
　健康安全部とは必要時合同会議をもち全職
員に周知の上、提案することができた。今後も必
要時合同で検討していきたい。
　自立活動部とも今後、連携の在り方や方法を
考えていきたい。
　研修＝学部に在籍している子どもの必要な研
修は継続。基本研修も加えていく。
　外部看護師＝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。医療的ケアマニュア
ル「泊を伴う」に必要な事項を加筆、改正してい
く。
　主治医懇＝今後もこの形で続行し子どもたち
の授業を鑑みた主治医の先生とのやりとりを
行っていきたい。
　事業所との連携＝支援教育部（進路）とも連携
し、事業所との連携を定期的にとっていきたい。
特に卒業前は事業所に医療的ケアについても
留意点等伝えていきたい。
　健康相談会＝このまま継続していく。
　ヒヤリハット等＝内容等を検討し、研修に加え
ていくことにより、リスクを回避する。



（健安部） B

（自活部） A

（病弱部） A

（健安部） A

（健安部） A

（健安
部・医
ケア部）

A

（教企部） B

【自立活動部】連携＝児童生徒の実態に即した
形で、連絡会や呼吸関係の研修等を充実させ
て、連携の強化を図りたい。
　整形外科相談＝主治医との連携を取りなが
ら、セカンドオピニオンとしての相談を、積極的
にとっていきたい。
　整形外科医との情報共有＝継続して実施して
いく。
　車いす業者との連携＝継続して実施してい
く。修正や調整については各学級が、継続調整
できるように、補装具の研修も実施していきた
い。

年間計画に沿って各学部と相談しながら
実施した。特に、緊急時に応援態勢をとり
にくい時間帯や場所はどこか?を各学部
で把握してもらい、シミュレーションを設定
した。今年度は、全児童生徒の指示書と
マニュアルの見直し行い、緊急対応にな
る時のケースをより明確にした。また、教
員と保健スタッフの役割の違いを全体に
周知した。

夏期休業中に全職員対象に実施した。消
防署との打ち合わせでは、本校の児童生
徒の実態、教職員の経験年数、事前アン
ケートの内容を伝え、本校に合わせて講
習内容を設定してもらった。また、３日間と
も講習内容に違いが出ないように実施し
てもらった。

教育企画部員への相談が日常的にあっ
た。視線入力装置の導入があった。重度
の児童生徒に対しての活用が多かった。
　一方で、昨年度と同様、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。個々
の相談で対応したが、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。

【医療的ケア部】ヒヤリハットの内容により
関係者での共通理解を図ったり、報告書
のフィードバックによりより深く対策も考え
られた。今年度よりデータベース化。事故
の場所や内容が明確になった。

【健康安全部】今年度分の児童生徒のヒ
ヤリハットを引き継ぎ資料として各クラスが
残していくこととした。
　毎学期に事故対策委員会で傾向や対
策を関係者で協議し、職員会議で共通理
解を図った。報告書を回覧する中で質問
や加筆などを書き込み、当事者と確認し、
全職員に対策をフィードバックした。

児童生徒の必要に応じて、業者と連携を
取りながら、補装具・座位保持装置等の
修正・調節等を実施した。

教育環境
づくりと安
全安心の
確保

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

教職員の緊急時対応のスキル向上

精神科医個別相談の実施

車いす業者により点検・調整の実施

④

緊急シミュレーションの実施

救命救急講習の実施

ＩＣＴ・ATの充実

必要に応じてケース会議の実施

１学期は１回、２学期は１回、３学期は１回
で病弱部生徒を中心に実施した。予定で
は２学期に２回実施する予定だったが、一
昨年度と同様に精神科医との日程調整が
うまくいかず１回しか実施できなかった。ま
た、１学期は肢体不自由部の生徒の参加
も調整できた。

　感染症発生の際には、より早く
保護者にお知らせするために、プ
リント配布に加え、今年度はマ
メール配信を行った。
　スクールバス内での嘔吐があっ
た時の対応について、保護者の
理解と協力を求めていきたい。

３．意見
　①保健スタッフの研修の機会と
して、訪問看護ステーションでの
研修について、次年度も案内させ
てもらう。専門性を高める取組を
学校独自でするのは大変だと思
う。もっと県で対応を考えてもらえ
ないか。→医療的ケア専門部会
において、今後、教育プログラム
を身のあるものにしていく方向を
確認したところである。
　②医療的ケアの「奈良県ガイド
ライン」について、令和２年度に見
直し、プログラム作成に向けて動
き出す。
　③ヒヤリハットのデータベース化
の取組に賛同する。個別の教育
支援計画等も同様にされると活用
しやすいのではないか。

【病弱教育】ケース会議＝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。

【健康安全部】緊急シミュレーション＝救命救急
士の助言を得ながら、｢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能の
向上を目指して取り組む。
　救命講習＝本校に合わせた講習内容にする
ために、来年度以降も１時間半の講習を設定す
る。胸骨圧迫、人工呼吸、ハイムリック法などの
基本的な救命救急の手技を教職員全員で向上
させる。
　事前アンケートで教職員の知りたい情報を把
握し、打ち合わせを行い、救命救急士から具体
的に返答してもらう。
　ヒヤリハット＝ヒヤリハット報告書が始末書とい
う認識ではなく児童生徒の安全を守る対策案で
あるという認識を教職員にもってもらえるよう周
知していく。
　来年度児童生徒のヒヤリハットを引き継ぎ資料
として各クラスが残す旨を年度末に声かけする。

【教育企画部】ブラインドタッチやエクセルの活
用、プログラミング学習ソフトなど準ずる生徒の
ICT活用についても研修を行う。
　今年度と同様、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。
　わかりやすい環境整備＝廊下に誰でも遊べる
ように、常設で展示を行う。

A

必要に応じて医療機関や支援機関と連
携し、情報や課題を共有した。



（教企部） B

（体安部） B

（体安部） B

（体安部） B

（特活部） C

（健安部） B

（医ケア部） B

（体安部） C

（訪問） B

（健安部） A

（健安部） A

【体育安全部】全職員が日頃から学校施設の環
境美化に意識がもてるように、掃除用具の交換
や補充など環境を整える。燻煙を実施しない場
合は、こまめな清掃、侵入を防ぐ網戸などの設
置、ホウ酸団子でゴキブリ対策、吸引力の高い
掃除機でノミダニ対策を考えている。

災害時に対する物品の整備や物品点検
はできた。また、1日必要電力量について
も確保できた。
　災害時の保管庫についても確保できた
が、保管庫の安全性、医療的ケア児童生
徒に特化したシミュレーションは実施でき
ていない。

地域関係機関（消防所・保健所等）との連携

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

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。

災害対策委員会で、次年度から地域と災
害時の連携等の課題を整理した。

医療的ケア物品の計画的整備の推進・災害マ
ニュアルの整備

緊急時の対応は、年度初めの打ち合わ
せで各クラス担任から報告してもらい、関
係者間で周知できた。
　スクールバス内で嘔吐があった場合の
対応が今年度より変更したので、関係者
間で打ち合わせを行った。

B

災害時備蓄品（医療的ケア物品・常備
薬等）の整理

災害等に対する意識や対応力の向上③

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

②

常備薬・必要物品の計画的整備の参画

スクールバス安全運行及び緊急時対応
スキルの向上

④

C

B

A

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

安全でわかりやすい環境整備

教材・教具の整備点検の実施

①

校内のわかりやすい環境整備の推進

継続的な環境美化の推進

継続的な施設点検の実施

プール学習の安全・円滑実施と機器管理

１．「学校評価アンケート」（保護
者・教員）の評価
【教育環境づくりと安全安心の確
保】
　⑦安全で分かりやすい環境整
備。
　A　（保）69.9％　（教）11.1％
　B　（保）27.7％　（教）52.4％
　C　（保）2.4％　（教）22.2％
　D　（保）0.0％　（教）7.9％
　無回答　（保）0.0％　（教）4.8％

　⑧災害時の備蓄品の整理。
　A　（保）56.6％　（教）17.5％
　B　（保）37.3％　（教）58.7％
　C　（保）3.6％　（教）19.0％
　D　（保）0.0％　（教）4.8％
　無回答　（保）2.4％　（教）0.0％

＜保護者アンケートより＞
　「防災避難学習で保護者を巻き
込んではどうか。」「福祉避難所に
ついて」などの意見が出された。

２．考察
　ICT・AT等に関して、iPad等の
アップグレードのため、次年度に
はPTA振興会の援助を受け、改
善を図る。
　学校施設全体の老朽化も深
刻。水治療温水プールは完成か
ら22年が経過し、故障等が生じて
いる。今後、大規模な改修工事を
要求していく。
　防災については、一次避難後
の運営する役割分担や対応マ
ニュアルが作成されていない。職
員の意識を高めていきたい。福祉
避難所としては、地域関係機関
（明日香村・高市消防署・保健
所・病院等）と連携しながら、災害
時の避難所としての学校の役割
を果たせるよう検討していく必要
がある。

３．意見
　①プール等の改修工事を県に
要請しているのか。どういう資料を
作成して訴えるかが大切。災害時
の生活用水としても利用できる。
　②学校単独ではなく、災害対応
も視野に入れて、明日香村とも連
携した構想が必要だと思う。連絡
協議会をもって、県にも参加して
もらう必要性を感じる。待っている
のでなく、こちらから働きかけるこ
とが大切である。

【医療的ケア部】国の災害に関する事項や奈良
県の指針を参考にしながら、本校の医療的ケア
に関するマニュアルを再考したい。
　常時人工呼吸器使用の災害想定シミュレー
ションも体育安全部・健康安全部と連携して実
施したい。

【訪問教育】関西電力、福祉課、消防署に情報
提供を、保健所とは情報交換を行う。得た情報
を保護者に伝え、緊急時災害時に対応できるよ
う努めていく。

【体育安全部】環境美化＝事務とも連携しなが
ら、学校施設を安全に使用できるよう確実に点
検を行う。
　プール学習＝安全に留意して計画的に行う。
また施設が老朽化に伴い管理が難しくなってい
るため、業者とも連携して安全に実施できるよう
に務める。
　避難訓練＝色々な状況を想定し、課題を明確
にして取り組む。防災対策委員会で災害時の対
応について協議し、内容をより深めていき環境
を整備していきたい。

【特別活動部】整備点検＝台帳整理の協力を呼
びかけて、引き続き長期的な観点で見直しを
図っていく。

【健康安全部】災害時備蓄＝体育安全部、医療
的ケア部と連携し、今後必要に応じて参加す
る。
　スクールバス＝スクールバスを利用している児
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、連絡会で速やかに連絡す
る。しかし、その際や年度初めの連絡会に各ク
ラス担任が出席するのは大変なので、来年度の
出席者は検討する。
　スクールバス内でのヒヤリハット等の発生時の
対応について関係者に周知していく。物を投げ
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、連絡会で周知
を徹底する。

毎学期末ごとに備品点検を実施。備品点
検台帳の整理と改善を長期的な視点で
進めていっている。

B

今年度はスクールバス内でヒヤリハットや
アクシデントはなかった。

避難訓練は様々な状況に応じた避難を
想定して取り組んだ。事前にわかりやすく
説明することで学んだことを意識しながら
避難することができ、学習を深めることが
できた。大規模災害時の避難場所の対応
について食料以外にも考えていく必要が
ある。

特別活動部と共同で行う予定だったが、
できなかった。
　機器展示は、訪問卒業生の保護者と協
力し、行った。教員と生徒とともに遊ぶこと
ができた。また、病弱教育部門の生徒も
興味をもち、教員にどのような使い方をす
るのか質問をしていた。
　スイッチなどの機器の整理は、進まな
かった。

職員清掃は月に１回、各学部では週末に
清掃を実施している。階段等、よく使用し
ている場所などは日頃から環境美化を意
識しておく必要がある。
燻煙については費用対効果が低いため、
来年度実施するかどうかを検討していく。

火元・設備の安全点検担当を決め、年に
３回一斉点検を行っている。異常があると
ころは事務に報告し、随時修理交換等を
行った。また、その都度気がついた時点
で随時対応できるように事務とも連携して
いる。

プール使用日は毎朝、体育安全部員が
準備に立ち会い、機械の点検等を行っ
た。老朽化に伴い、温度や塩素の管理が
難しくなっている。WBGTを毎回計測する
など熱中症対策に取り組んだ。



① （支教部） B B

② （高等部） A A

③ （支教部） B B

（自活部） C

（病弱部） A

（小学部） A

（中学部） A

（高等部） B

（特活部） B

［肢病共通］今年度は、車いす体験が時
間を取ってできたので、ガタガタ道や上り
下りの道など様々な体験ができた。車い
すを押す側、車いすに乗る側の両方を感
じてもらえたので良かった。

夏季研修会をリニューアルし、地域教員
のニーズに合い、参加者が大幅に増え
た。地域教員のスキルアップに役立つこと
ができた。内容を検討し、今後も充実した
夏季研修会を企画・実施していきたい。

学校間交流の推進（再掲）

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

④ 保護者・地域等への積極的な情報発信

学部通信の発行

B

文化的行事の地域への公開実施

たちばな祭では一般公開を実施し、交流
校を招待して観劇してもらったり、協力し
あってイベント発表を盛り上げたりしてい
る。

奈病連等の開催

各市町村教育支援委員会への参加や教
育委員会との連携により就学に関する情
報共有を進めることができた。希望保護者
に本校の教育について丁寧に説明するこ
とができた。また保健所と連携して在宅児
保護者に対しても速やかに応対すること
ができた。

［肢］地域との協働推進事業で、赤い羽根
共同募金活動を行った。
［肢病共通］保護者向けに学部通信を毎
月発行した。

本年度は奈良養護が担当で、年間２回の
開催に参加した。

「動作・身体に関する相談会」は各市町村
からの依頼が減少傾向にあり、十分な支
援ができていない。

各グループ学習の様子や行事の内容を
コメントや写真により発信することができ
た。毎週を発行することで週毎の予定を
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。

年間17回の発行を行った。行事紹介を目
的の一つとしており、毎月発行とはなって
いないが、大切な情報発信源となってい
る。

学部通信の発行

センター的
役割とイン
クルーシブ
教育の推
進

B

就学に向けた積極的な情報提供　

障害者理解の推進

肢体不自由教育や病弱教育のセンター
的役割強化

就学相談、学校見学会や体験学習を通し、保
護者への情報提供や関係者との情報共有に取
り組む

「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

低高別通信・グループ別通信の発行

学部通信
【小学部】今後も継続し、学部の取組の理解を
図る「情報発信」とする。
【中学部】個人で行っている地域校との交流の
様子や各種スポーツ大会への参加など、学部
全体での取り組みでなくても、啓発啓蒙になる
内容も含め、次年度も発行していく。また、必要
に応じて必要最低枚数のカラーコピーも検討し
ていく。

地域との協働推進
【高等部】［肢病共通］方向性や日時を決め、計
画的に地域協働推進事業を立案する。

【支援教育部】体験学習の給食試食について
は、栄養教諭と十分相談し、書面(申込書)に
よって食形態やアレルギー対応等について確
認する。夏季研修会については、8月下旬まで
に実施し地域学校の教員が参加しやすいように
配慮する。地域学校からの研修協力（夏期休業
中や放課後等）の依頼には、複数部員で対応し
ていきたい。

【高等部】学校間交流＝［肢病共通］明日香養
護学校の生徒との交流が深められるように、交
流始めに今後も学校見学、車いす体験を実施
していく。

【自立活動部】地域への発信＝各市町村へ支
援部からの呼びかけとともに、地域での児童生
徒や保護者を通しての相談会の実施希望を聞
き取り、啓発していきたい。

【特別活動部】地域への発信＝公開行事では、
不審者対策として、色別のリボンを配布してい
る。職員間や関係者への認識も高めていく。

１．「学校評価アンケート」（保護
者・教員）の評価
【センター的役割とインクルーシ
ブ教育の推進】
　⑨肢体不自由教育や病弱教育
のセンター的役割強化。
　A　（保）59.0％　（教）19.0％
　B　（保）32.5％　（教）60.3％
　C　（保）6.0％　（教）14.3％
　D　（保）1.2％　（教）3.2％
　無回答　（保）1.2％　（教）0.0％

　⑩保護者・地域等への積極的
な情報発信。
　A　（保）69.9％　（教）23.8％
　B　（保）27.7％　（教）49.2％
　C　（保）1.2％　（教）17.5％
　D　（保）1.2％　（教）3.2％
　無回答　（保）0.0％　（教）4.8％

２．考察
　センター的役割については、本
校校区内の市町村教育委員会や
小・中学校、各保健所、また福祉
事業所・通園施設や地域の支援
センターに対してもセンター的役
割として活動している。本校の教
育について理解していただくため
の「学校見学会」「特別支援教育
研修会“あすかで発見！”」を継
続する。市町村教育支援委員会
には10市町村に出向き、地域の
ニーズに合わせて御所市・五條
市では「動作・からだの教育相談
会」を開催してきた。また、「医療
的ケア」に関しても、小学校に入
学した人工呼吸器使用の子ども
へのケア相談等も行っている。

３．意見
　○京都府は、教員だけで行うの
でなく、医師や看護師も入れて、
センター的役割をしている。



① （総務部） C C

③ （教企部） A A

④ （学安衛委） A A

（各部）

（総務部） A

（総務部） B

職員会議では、今年度もPDF閲覧で対応
した。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円
H30年度　２３１，０００枚　　１４０，０００円
R１年度　２５０，０００枚　　１８９，６４０円

今年度リースの更新があり、プリンターも
更新になった。旧リースプリンターを活用
する、ウリンターでの印刷枚数の制限等、
トナーの節約をお願いした。職員の意識
付けが高まり、トナー本数を節約すること
ができた。
office３６５は、転勤者のほとんどが持つこ
とができた。USB制限をかけているための
データの保管手段の一つとして個人活用
をする事ができた。

本年度も学校管理医の協力で毎月末に
実施し、安全衛生に関わる助言をいただ
いた。

日常業務等の効率化

各種のハラスメントの防止

児童生徒の自尊感情の醸成

「よりよい支援研修」は、１０月に行った。
動作の学習の場面を設定し、不適切な関
わりについて教職員全員で考え、意見を
出し合った。研修の必要を感じるという意
見が多かった。

ｏｆｆｉｃｅ３６５や情報機器の有効活用

年度初めに確認し作成した。

定期的な状況確認

学校グランドデザインの作成

B

B

B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

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

「児童生徒が主体となるよりよい支援」研修の実
施

情報管理の徹底 （総務部） A

 年度初めに保護者あてにプライバシー
保護アンケートを実施し、結果を教職員で
情報共有し、個人情報の保護に努めた。
 個人情報が漏れた事象については、個
人情報に係るヒヤリハットの報告を行い、
教職員全員に周知して再発を防止した。

（中学部）行事ごとにアンケートを配付し、
集約を元に反省を行った。
（高等部）［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。

効率的・組
織的な業務
運営と人権
等の意識向
上

Ｂ

⑤

②

ＰＴＡ・同窓
会の活性化

Ｈ３１全肢Ｐに向けた体制整備及び奈良養護との連携

B

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ことができた。
当日もTシャツを販売し、利益として数万
円納入できた。

【総務部】PTA予算や振興会費は児童生徒によ
り還元できるように見直して、PTA役員だけでな
く、教職員にも周知徹底し無駄の無いように計
画作成する。
　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。

① BＰＴＡ活動の充実

【総務部】さらに効率化できるように活用を提案
していく。プレビュー画面の活用など、印刷ミス
を出さないなど職員の意識改革をする。
　カラーインクについては、リースで最新のボト
ル式カートリッジに変わったこともあり価格的に
は減少そしているが、印刷枚数の減少は見られ
ていない。
　次年度より、SchoolWareの本格実施に伴い、
情報共有のツールとして活用できるようにしてい
きたい。

【教育企画部】年度初めに各学部で、適切な関
わりについて研修を行う。２学期当初に全体研
修を行う。

１．「学校評価アンケート」（保護
者・教員）の評価
【効率的・組織的な業務運営と人
権等の意識向上】
　⑪教職員の個人情報やプライ
バシー及び人権意識の向上。
　A　（保）77.1％　（教）22.2％
　B　（保）20.5％　（教）69.8％
　C　（保）0.0％　（教）4.8％
　D　（保）1.2％　（教）0.0％
　無回答　（保）1.2％　（教）1.6％

２．考察
　教員全員にパソコンが配備さ
れ、会議等での紙使用を減らすよ
うにしている。次年度より、校務支
援システムが導入されることによ
り、さらに効率化が図られることに
なる。　教員向けの人権研修は、
校内人権研修、現地研修（水平
社見学）、講師研修を次年度も継
続して行う。

３．意見
　①情報セキュリティーについて
は、変化が激し手ので、毎年行っ
てもらいたい。
　②「奈良県生涯のある人もない
人もともに暮らしやすい社会づくり
条例」について、生徒だけでな
く、保護者にも啓発されたらと思
う。
　③技術革新の中で、発作の前
触れが分かるものが開発できてい
ないのか。子どもの状態はどんど
ん変わるのが実際。個々の対応
をせざるを得ない。我々は、障害
のある子どもたちの訴えを聞き流
してしまつているのではないか。
訴えを受けとめる力が必要だし、
受けとめる心があればうれしく思
う。

保護者アンケート
【中学部】今後も継続して実施していく。保護者
の意見も大切に受け止めつつ、学部としての方
向性を都度ごとに話し合い、教員間で共通理解
を図っていく。
【高等部】［肢病共通］アンケート以外に出てきた
保護者の意見も受けて、教員で話を詰めてい
く。



② （総務部） B B

　

同窓会活動の充実支援

新同窓会長と連絡を取り合い、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。

同窓会総会の運営支援
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