
Ⅲ　今年度の取り組み目標と方策

１　教育活動の目標と方策

(1)　わかること・できることを増やす学習指導

① 各計画に基づいた指導を基本とし、今年度からは特に自立活動の年間計画を作成する。

② アセスメントに基づいた個別指導計画を作成し、一人一人の指導にあたる。

③ 安全安心であるとともに、わかりやすく自主的に学習できる教室環境を整備する。

④ 個に応じた教材・教具の活用により、一人一人がわかる・できる授業を実施する。

⑤ 社会のニーズや変化に応じた教育課題を教育課程に位置づけ、学習活動を推進する。

⑥ 幼児・児童・生徒の能力を最大限に伸長する機会を、積極的に提供する。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

全体計画・年間指導計画 年１回 一貫 学部主任

週ごとの指導計画 週１回 一貫 学部主任

合わせた指導の研究(校内研究) 原則学期１回、年度末まとめ 一貫 学部主任

自立活動の年間指導計画 年１回 一貫 学部主任 新規

幼児児童生徒のアセスメント 全幼児児童生徒１回 研修 研究推進

個別指導計画(学習指導)の充実 年３回 一貫 学部主任

引継会の内容充実・項目統一 ３回 一貫 学部主任

③ 教室環境の整備 年３回 一貫 学部主任

④ 校内学習コンテンツ 全員１点・研究Ｇで１点 研修 専門授業

道徳授業地区公開講座 年１回 教務 道徳

教科「道徳」へ指導内容の積上 通年 一貫 道徳 新規

日本の伝統文化、環境教育 通年 一貫 各教科

オリパラ教育の年間指導計画 年１回(35時間) 一貫 学部主任 新規

主権者教育の推進 通年 一貫 学部主任 新規

芸術活動の推進 通年 一貫 学部主任 新規

タブレットの活用 通年 教務 ＩＣＴ 新規

読書王 ７月～１月(のべ100冊) 一貫 国語

作品展出品(詩､短歌､俳句､書道等) 随時 一貫 国語

ひらがな検定 小３回・中該当者無 一貫 国語自立

点字･漢字検定 年３回(各学期1回) 一貫 国語自立

珠算検定 年１回 一貫 算数数学 新規

英語検定 随時 一貫 英語

(2)　安全・安心で自らを守る生活指導

① 一人一人の課題に応じて、基本的な生活習慣を身に付ける指導を実施する。

② 安全教育プログラムを活用した指導を通して、安全で安心な学校生活を確立する。

③ 一泊二日宿泊防災訓練を実施し、生徒及び教職員の防災意識の向上を図る。

④ 一人一人の視覚障害に応じた通学指導(ＳＢ指導・歩行指導・一人通学)を実施する。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

① 個別指導計画(生活指導)の充実 年３回 一貫 学部主任

校門前登校指導 毎日 生活 安全

学校いじめ対策委員会・いじめ研修 委員会年３回・研修会１回 生活 安全
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安全点検・安全指導 月１回(年１１回) 生活 安全

防犯訓練 年１回 生活 安全

セーフティ教室 年１回 生活 安全

校内美化 年１５回 生活 健康食育

防災教育推進委員会 年２回 生活 防災

避難訓練 月１回(年１１回) 生活 防災

一泊二日宿泊防災訓練(中学部) 年１回 生活 防災

スクールバス連絡会・乗務員研修 連絡会年３回・研修会２回 生活 スクールバス

白杖歩行指導 随時 一貫 自立活動

一人通学指導 随時 一貫 自立活動

(3)　自律を見据えた一貫性のある進路指導

① 児童・生徒に、自らの将来生活を見据えたキャリア教育を推進する。

② 関係諸機関と密接な連携を図り、保護者に積極的な情報提供を行う。

③ 学校生活支援シートを作成し、高等部校との連携を図った進路指導を推進する。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

生徒進路学習会 年１回 支援 進路校内

生徒進路先見学会 各学年１回 支援 進路校内

就業体験(校外・校内） 各１回 支援 進路校内

教員進路理解研修・見学会 年２回 支援 進路校内

保護者進路講演会 年１回 支援 進路校内

学校生活支援シート 年２回(５月、３月） 支援 進路校内

進路連絡会(文京盲) 年１回 支援 進路校内

(4)　多様なニーズに応える特別活動等

① 各種の学校行事を通して、清新な気持ちや集団活動の喜びを味わわせる。

② 部活動を通して、余暇活動の充実を図ると共に生涯を通じて学ぶ意欲を育てる。

③ 交流及び共同学習、副籍等を通して、一人一人が自らの地域生活の充実を図る。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

儀式的行事の円滑実施 通年(都度) 一貫 学部主任

旅行的行事実務説明・円滑実施 年度当初 一貫 学部主任

運動会の円滑実施 年１回 一貫 学芸PT

スポーツ部 年２０回 中学部 部活動

芸術部 年１２回 中学部 部活動

陸上・水泳大会 年３回(参加のべ６名) 中学部 部活動

都障害者スポーツ大会 年１回 中学部 部活動

小菅東保育園との交流等 年１０回 支援 地域支援

東綾瀬小との交流等 年４０回 支援 地域支援

青葉中交流との交流等 年１０回 支援 地域支援

副籍制度の活用 通年【活用２１名】 支援 コーディ

(5)　保健・食育等の計画的・総合的な健康づくり
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① 健康づくり推進計画により、幼児・児童・生徒の総合的な健康づくりを推進する。

② 食育を推進するとともに、食物アレルギーへの具体的対応に組織的に取り組む。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

学校保健委員会・保健研修 委員会年３回・研修会２回 生活 保健委

体力調査 年４回（小１回・中３回) 一貫 体育

食物アレルギー対応委員会・研修 委員会年３回・研修会１回 生活 アレ委

摂食指導講演会 年１回 生活 食育委 新規

特別食の提供 随時 生活 食育委

視覚障害児の食材指導 年１４回 生活 食育委

郷土料理献立 年１０回 生活 食育委

(6)　生活・地域に根ざした寄宿舎指導

① アセスメントに基づいた指導計画を立て、学部・保護者と連携して指導にあたる。

② 安全教育プログラムを活用した指導を通して、安全で安心な寄宿舎生活を確立する。

③ 多様な寄宿舎行事を通して、地域との交流や集団、季節等の体験を充実させる。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

個別指導計画(寄宿舎生)の充実 年３回 寄宿舎 総務

学部とのケース会 年３回 寄宿舎 総務

保護者参観 年１回(４日間) 寄宿舎 総務

安全点検・安全指導 月１回(年１２回) 寄宿舎 安全

避難訓練 月１回(年１１回) 寄宿舎 安全

地域との交流(児童館､買い物､公園等) 年１０回 寄宿舎 地域

寄宿舎祭 年１回(舎祭１５０名） 寄宿舎 舎祭

夏の開舎 夏季休業日中２回 寄宿舎 総務

(7)　視覚障害教育の理解充実とセンター的機能

① 保護者・地域・都民に広く情報発信を行うとともに、特に地域への理解充実に努める。

② 乳幼児教育相談を行い、視覚障害乳幼児への支援とネットワーク作りを推進する。

③ 弱視学級との連携を組織的に推進し、特に小中学校へのセンター的機能を発揮する。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

授業参観 年７日【１８０名】 教務 活動推進

南綾瀬地区センターまつり 年１回 支援 地域支援

学校公開 年３回【６０名】 支援 地域支援

ボランティア養成講座 １講座【１０名】 支援 地域支援

ホームページの更新 年１２回 教務 ＩＣＴ

② 乳幼児教育相談 年７０回【１５０名】 支援 コーディ

足立区見え方相談会 年１回(７月) 支援 コーディ

江東区見え方相談会 年１回(７月) 支援 コーディ

区教委、関係機関等への訪問 年３５回 支援 コーディ

小・中学校への支援 年８回 支援 コーディ

他種別特別支援学校への支援 年４回【２カ所】 支援 コーディ
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(8)　組織的で精度の向上を図る学校運営

① 人権尊重の精神を基盤とし、体罰の禁止・防止を徹底する管理運営体制を確立する。

② 公務員として服務規律の厳正を図るとともに、心身の健康に留意して職務を遂行する。

③ 制度理解の研修を通して、組織・職層のラインによる職務遂行の精度向上を図る。

④ 自律予算・学校徴収金について、計画的で効率的な編成・執行の精度向上を図る。

⑤ 個人情報の保護に対し、事故ゼロへ全校体制で規則・管理・研修の徹底を図る。

⑥ 環境の保護、CO2削減に向け、組織的な省エネ、節電等に取り組む。

⑦ ＰＤＣＡによる学校評価を行い、教育活動や学校運営等の充実・改善を推進する。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

人権教育プログラムの活用 年３回(職員会議等) 副校長 -

体罰防止研修 年２回 副校長 -

服務研修の実施 年２回 副校長 室長

校内監察の実施(通勤、私費) 年１回 副校長 室長

メンタルヘルス講習会 年１回 副校長 -

起案文書による決定 原則全て 副校長 主幹

係による分掌と主任・主幹ライン 通年 副校長 主幹

教科書事務の組織的対応 適時 教務 庶務 新規

予算調整会議による執行管理(公費・私費) 年５回 室長 企画室

予算全般及び就学奨励費研修 年２回 副校長 室長

年間計画による予算編成(公費・私費) 11～２月 室長 企画室

校内規定によるデータ管理 通年 副校長 教務

個人情報研修 年２回 副校長 教務

廊下消灯 毎日 室長 省エ委

光熱水費の検針 毎日 室長 省エ委

学校運営連絡協議会 年３回 一貫 教務主任

児童・生徒評価 年１回 一貫 教務主任

保護者アンケート回収率向上 ９０％ 一貫 教務主任

(9)  授業力・専門性向上研修を通した人材育成

① 積極的なＯＪＴ研修を実施し、全教員の授業力・指導力の向上を図る。

② 視覚障害教育の基礎的・基本的研修を実施し、ミニマムスキルを身に付ける。

③ 視覚障害教育の専門性向上のための実践的研修を、経験・年数に応じて実施する。

④ 特別支援学校教諭免許状(視覚障害部門)の全教員取得を目指す。

方策 事　項 数値・時期等 主幹主任 係 備考 評価

① 全教員の指導案・研究授業 年１回以上(２月協議会前まで) 研修 専門授業

新転任者研修会 年１７回 研修 専門授業

アセスメントケース会 年１回 研修 研究推進

全校講演会 年１回 研修 研究推進

出張報告会 年１回 研修 研究推進

重複障害研究会 年３回 研修 研究推進 新規

アピールシートの作成 １人１回 研修 主任

グループ研究会 年８回・助言者各２回 研修 研究推進
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専門研修(段階別研修) 年８回 研修 専門授業

点字学習会 年７回 研修 専門授業

視覚障害部門保有率 ５０％ 副校長 －

単位未修得者の認定講習等受講率 １００％ 副校長 －

２　重点目標と方策

「わかること・できることを増やす指導計画・指導内容の改善」

【重点項目】

(1)　授業力の向上
方策 事　項 数値・時期等 担当 再掲 備考 評価

① 幼児児童生徒のアセスメント 全幼児児童生徒１回 研修 (1)②

② 校内学習コンテンツ 全員１点・研究Ｇで１点 研修 (1)④

③ 全教員の指導案・研究授業 年１回以上(２月協議会前まで) 研修 (9)①

(2)  専門性の向上

① 合わせた指導の研究(校内研究) 原則月１回、年度末まとめ 一貫 (1)①

② グループ研究会 年８回・助言者各２回 研修 (9)③

③ 専門研修(段階別研修) 年８回 研修 (9)③

(3)　適正な学校運営

① 起案文書による決定 原則全て 副校長 (8)③

② 係による分掌と主任・主幹ライン 通年 副校長 (8)③

③ 年間計画による予算編成(公費・私費) 11～２月 室長 (8)④

【課題項目】

(4)　今年度の学校課題
方策 事　項 数値・時期等 担当 再掲 備考 評価

① 体罰防止研修 年２回 副校長 (8)①

② 学校いじめ対策委員会・いじめ研修 委員会年３回・研修会１回 生活 (2)②

③ 個別指導計画の充実 年３回 一貫 (1)② 舎も含む

④ 自立活動の年間指導計画 年１回 一貫 (1)① 新規

⑤ 教科「道徳」へ指導内容の積上 通年 一貫 (1)⑤ 新規

⑥ オリパラ教育の年間指導計画 年１回(35時間) 一貫 (1)⑤ 新規

⑦ 主権者教育の推進 通年 一貫 (1)⑤ 新規

⑧ 芸術活動の推進 通年 一貫 (1)⑤ 新規

⑨ タブレットの活用 通年 教務 (1)⑤ 新規

⑩ 教科書事務の組織的対応 適時 教務 庶務 新規

⑪ 重複障害研究会 年３回 研修 (9)② 新規
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