
         

（平成 31 年度）令和元年度 松江清心養護学校 学部・分掌目標及び重点目標等について 

  

Ⅰ 児童生徒が主体的に学ぶことのできる    Ⅱ 児童生徒が安心安全に学ぶことができる 

                       授業の充実                 教育環境の整備 

①学びの連続性と指導の継続性を重視した       ①小中高を通じた全校児童生徒の好ましい 

授業づくり                     関係の醸成 

②地域社会とのつながりの中で多様な体験を      ②児童生徒、教員と保護者との信頼関係の 

重ねることのできる授業づくり            深化 

③児童生徒の実態に応じた学習指導を支える      ③児童生徒が主体的に活動できる環境整備と 

教職員の専門性の向上                体制強化 

 

  各学部・分掌目標 重点目標 

［学校重点目標との関連］ 

重点目標達成のための 

    具体的な取り組み 

         評価指標 

評価者 評価項目 

小 

学   

部 

◎自分から挑戦しようとする児童の育成 
〇身近な人と豊かに関わる力を育てる。 

〇自ら学ぼうとする意欲を育てる。 

〇健康な身体を育てる。 

［Ⅰ-①］ 

・新学習指導要領に基づ

いた授業づくりについて

考えを深める。 

・初任研、経験者研修の授業（合わせ

た指導、自立活動）をもとに、新学習

指導要領に視点を当てた授業研究会を

実施する。 

・月１回、学級ミーティングで新学習

指導要領について話す時間を設ける。 

 

小学部 

所属者 

・授業研究会を年２回、学級で話す時

間を月 1 回実施することができたか。 

・授業研究会や話す時間の設定で、新

学習指導要領に基づいた授業づくりに

ついて考えを深めることができたか。 

 

中 

学

部 

◎自分の良さや可能性に気づき、たくましく

生きようとする生徒の育成 
〇さまざまな人と自分からかかわる力を育てる。 

〇基礎的な学力の定着を図る。 

〇自分のやりたいことや目標に向かって挑戦でき 

るたくましい心と身体を育てる。 

［Ⅰｰ②］ 
・一人一人のねらいを明

確にし、地域の資源（人・

物・こと）とかかわりなが

ら活動を行う。 

・学級の生徒一人一人のねらいや活動

内容の充実に向けて、話し合う時間を

設定し、一人一人の願う姿やねらいを

明確にする。 

・実施後にねらいが達成できたかや、

活動内容等の反省を行い、学部内で情

報共有する。 

 

中学部 

所属者 

・活動に向けて計画的に話し合いを設

定し、実施計画に一人一人のねらいを明

確に記入することができたか。 

・実施後に反省を行い、課題を明確に

し、各学級１回ずつ学部内でプレゼンテ

ーションを行うことができたか。 

 

高

等

部 

◎積極的に社会にかかわり豊かに生きようと

する生徒の育成 
〇社会性を身につけ、積極的に人とかかわる力を 

育てる。 

〇身につけた学力を現在及び卒後の生活に活用す 

る力を育てる。 

〇健康・安全に気をつけて生活する力を育てる。 

［Ⅰｰ②］ 
・地域の人を中心とした、

学校外の人とのかかわり

をもつことができる取り

組みや授業を行う。 

・取り組みや授業におけるねらいを明

確にもち、計画的に実施する。 

・実施後の振り返りを確実に行い、学

部会での報告や『便り』への記載を行

うことで、学部内の教員で共有する。 

 

 

高等部 

所属者 

・学校外の人とのかかわりをもつこと

ができる取り組みや授業を年に３回以

上行うことができたか。 

・学部内で取り組みの状況を共有し、活

動の充実を図ることができたか。 

企

画

連

携

部 

◎学校全体の運営が円滑に進められるように 

 企画・調整・管理を行う。 

［Ⅰ②、Ⅱ②］ 

・保護者や地域にとって

分かりやすい広報活動を

行う。 

・校報やホームページを閲覧しやすい

よう、内容を工夫したり計画的に更新

したりする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 員 

 

・校報の改善案を提案実施し、ホームペ

ージを計画通り１１回以上更新するこ

とができたか。 

 

 

教

務

部 

◎児童生徒一人一人の能力を伸ばす教育活動

を推進する体制を充実させる。 

 

 

［Ⅰ-①］ 
・｢個別の教育支援計画｣

「個別の指導計画」につ

いて、さらなる効率化と

効果的な活用を図る。 

・個々の教育的ニーズがより反映され 

るよう、｢個別の教育支援計画｣「個別 

の指導計画」の新様式の活用に基づい 

た教育実践を推進するために 

①新書式についての効率や効果につい

てアンケート実施 

②活用しやすいように「提出マニュア

ル」の修正  

③各教職員に年度内配布 

・全体へのアンケートの実施でよりよ

い新書式の改善案を提案できたか。 

・提出マニュアルを修正が年度内に施

行できたか。 

研

修

推

進

部 

◎研究・研修・情報発信を計画的に実施し、

専門性の向上を図る。 

 

 

［Ⅰ-③］ 
・自ら専門性の向上を目

指そうとする教員集団作

りを推進する。 

・課題別グループによる対話的な校内

研究の運営推進。 

・自立活動等の計画的な研修会開催

と、通信や掲示等でニーズに応じた情

報発信を行う。 

・各教員が対話的に研究に取り組み、将

来の松江清心養護学校の財産を残すこ

とができたか。 

・各種研修会等の計画的開催と、情報発

信によって教員のニーズに応じた情報

ができたか。 

進

路

支

援

部 

◎児童生徒が自己の進路を主体的に選択でき

るような進路支援を行う。 

 

 

［Ⅱ-②］ 
・児童生徒、保護者、教職

員のニーズに応じた進路

情報を提供する。 

ニーズに対する情報提供を様々な形で

行う。 

・掲示板、パンフレットスタンドの情

報更新や、読みやすい進路便りの発行

をする。 

・情報提供の研修会を行う（教員向け、

保護者向け） 

・掲示板やパンフレットスタンドでの

情報更新や読みやすい進路便りの発行

ができたか。 

・具体的な内容を示した保護者向け進

路研修会の実施や教員向け校内進路研

修会を実施できたか。 

教

育

相

談

部 

◎地域における肢体不自由教育のセンター的

役割として、ニーズに応じた相談支援を行う。 

 

 

［Ⅰ-③］ 
・就学前の保護者のニー

ズを捉え、子どもとの関わ

りや保護者同士のつなが

りが深められるような療

育教室の運営をする。 

・「のびのび便り」の中で、肢体不自由

教育や子育てについての情報発信の

コラムを設け、発行する。 

・療育教室の参加幼児についてのケー

ス検討会を学期に 1 回実施する。 

・「のびのび便り」を年 8 回発行し、部

員全員がコラムを書くことができたか。 

・学期に 1 回ケース検討会が実施でき

たか。 

生

徒

指

導

部 

◎児童生徒一人一人の能力や適性が発揮さ

れ、お互いを認め合える心豊かな学校生活を

目指した取組を推進する。 

 

［Ⅱ-①、③］ 
・行事や児童生徒会活動

等を児童生徒が主体的に

考え、全校の児童生徒が

お互いにかかわり合う機

会を設定する。 

・執行部会の回数を確保し、児童生徒

がやりたい活動を考えられる機会を

保障する。 

・学期に 2 回程度、全校の児童生徒が

参加できる昼休みの「スマイルタイ

ム」を設定する。 

・児童生徒が自分たちでやりたい活動

を考え、実施できたか。 

・全校の児童生徒が参加できる機会を

学期に 2 回程度、昼休みに設定できた

か。 

健

康

管

理

部 

◎一人一人の児童生徒の心と身体の健康を支

え、安全で安心して活動できる学校づくりを 

推進する。 

 

［Ⅱ-③］ 
・児童生徒の健康と安全に

つながる日々の取組（安全点

検、ヒヤリハット、医療的ケ

ア）の充実を図る。 

・安全点検実施の呼びかけと修繕等が必要

な場合の早急な対応。 

・ヒヤリハットについて話し合う時間の設

定とまとめの報告。 

・教員と連携して計画的に行う医療的ケア

の体制づくり。 

・毎月始めに実施を呼びかけ、修繕等が必要

な場合は、月末までに対応できたか。 

・ヒヤリハットについて話し合う時間を設定

し、まとめを学期末に報告できたか。 

・看護計画を作成し、それをもとに医療的ケ

アを行うことができたか。 

事

務 

部 

◎安全で安心して児童生徒が活動できる教育 

環境整備を推進する 

 

［Ⅱ-③］ 
・学校の施設・設備を、安

心・安全な状態に維持す

る。 

・施設、設備等の破損、不具合は、認

知した日から 3 日以内に対応方針を

決める。 

・施設、設備等の破損、不具合を認知し

た日から 3 日以内に方針を決めたか。 

    

学校重点目標 


