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東京都立府中けやきの森学園校長 

                                     村 山  孝 

令和２年度 東京都立府中けやきの森学園  

学校経営計画（けやきの森スクールプラン２０２０） 

第４章 オリンピック・パラリンピックへの取組み “I can do it ! We can do it !” 

 

Ⅰ 学校の教育目標 
１ 基本的生活習慣を養い、健康で豊かな心と身体を養う。 
２ 豊かな感性と、自分を表現する力を育てる。 
３ 主体的に学び働く意欲を高め、自立し、社会参加できる力を育てる。 
４ 仲間を大切にし、共に活動する力を育てる。 

Ⅱ 目指す学校像 

１ 教職員が一体となった「チームけやきの森」を構築し、小学部から高等部まで一貫した教育を   

  実践する学校 

２ 児童・生徒一人一人の障害特性、身体機能の状態、発達段階及び教育ニーズに応じた専門的な 

  教育を推進する学校 

３ 個々の能力を高め、適性を見出し、児童・生徒一人一人の健康の保持増進、体力の向上を図り、 

自立と社会参加を目指すとともに、社会の一員として社会貢献ができる人材を育成する学校 

 

本校は、知的障害教育部門、肢体不自由教育部門の専門性を交流し、教育を常に向上させながら、

より個の実態に応じた質の高い教育を目指して９年目となった。これまで蓄積した実践を基にさらに

教育活動の発展を目指して、研修・研究を充実させ、最新の情報を取り入れて実践する。また、学校

の取組みを積極的に発信して地域の特別支援教育の更なる向上に貢献していく。また、教職員のライ

フ・ワーク・バランス及び働き方改革を進めつつ、適正な教育活動や事務的業務をとおして、児童・

生徒及び保護者が安心でき、都民に信頼される学校経営を推進する。 

なお、令和２年度に開催される予定だった「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」

は、新型コロナウイルスの影響で、１年程度大会が延期となり、令和３年度（２０２１年）に開催す

ることとなった。本校は、引き続き、大会当日までオリンピック・パラリンピック教育を推進し、大

会終了後もオリンピック・パラリンピック教育で学んだことをレガシーとして充実させていく。 

 

Ⅲ 中期的目標と方策 

 「新学習指導要領」「東京教育施策大綱」「東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画」

の実施方針に基づき、教職員のコンプライアンス意識の醸成、自立と社会参加に必要な力（「生きる力」

「働く力」「豊かな人間性」）を育む教育の推進、オリンピック・パラリンピック教育の推進及び更な

る特別支援教育の充実を目指す。 

【目標】 

１ 研究活動や外部専門家の活用及び、授業力向上支援センターの活用をとおして、専門性、授業 

力、学力の向上及び教職員の人材育成 

２ 安全教育・防災教育・生活指導（児童・生徒指導）に関する教育の充実 

３ 健康教育の推進（心身ともに調和の取れた保健指導、医療的ケアの適正な実施、異性に関する 

  指導の推進） 

４ 人権教育の推進（体罰等根絶、いじめ防止、児童虐待防止対策の推進） 

 ５ キャリア教育の充実（学びの連続性を意識したキャリア教育） 

 ６ 地域のセンター校としての役割を果たした地域連携と地域貢献活動の充実 

 ７ オリンピック・パラリンピック教育をとおした、障害者スポーツ、環境教育、国際理解教育、 

日本の伝統・文化教育、芸術教育等の推進及びオリンピック・パラリンピック競技大会後を意 

識した「レガシー」につながる教育活動の実施 
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８ カリキュラム・マネジメントの考えに基づいた、教育課程の適正な実施及び、学校行事等にお

ける生徒の主体的な活動を推進及び、地域に開かれた学校行事の推進 

 ９ 積極的な情報発信 

 １０ 経営企画室と教員との連携の強化 

 １１ ライフ・ワーク・バランスの推進と働き方改革の実現 

 １２ コンプライアンス（法令遵守、ルールに従った公正・公平な業務の遂行等）意識の醸成 

 

【方策】 

１ 研究活動、授業研究等の実施や外部専門家【肢体不自由教育部門及び知的障害教育部門】の活用 

をとおした専門性・授業力・学力の向上、学習評価の充実及び教職員の人材育成 

（１） 研究活動、授業研究等の実施や外部専門家の活用及び、授業力向上支援センターの活用をとお

して、教員、学校介護職員の専門性や授業力向上を目指す。 

（２） 昨年度まで研究・研修してきた「ユニバーサルデザインの教育」「ジャストフィットの教育（児

童・生徒個々の実態に合った教育）」「児童・生徒のわくわくを引き出す授業～社会に開かれた

学校づくり～」を推進し、授業改善や指導力の向上を目指す。 

（３） 授業評価に関する評価基準・評価方法のあり方・評価の留意点などの基本的な考え方を整理し、

児童・生徒による評価を実施するとともに、個に応じた評価を充実させ、授業改善を目指す。 

（４） 肢体不自由教育部門と、知的障害教育部門においては連携するとともに、相互に学び、児童・

生徒の指導を改善する。 

（５） 新学習指導要領を踏まえた「自立活動」の課題を明確化させ、充実を図る。 

（６） 図書館を充実させ、読書活動を充実するともに、学力の向上を目指す。 

（７） 在宅訪問教育においては、児童・生徒の実態や家庭の状況にきめ細やかに応じて指導を行うと

ともに、学部と連携してスクーリング等指導の充実を図る。                                              

（８） くぬぎ分教室においては、都立府中療育センターとの連携をとおして教育活動を円滑に実施し、

健康の保持増進に努め、個々の能力や個性を伸ばす教育活動を展開する。個に応じてスクーリ

ングを実施し、学部との連携を図って指導を充実する。また、新設する都立府中療育センター

への移転を円滑に行うとともに、くぬぎ分教室の教育を充実する。 

（９） 特別支援教育コーディネーター、教員、学校介護職員、外部専門家間で連携・調整し、チーム

アプローチやコンサルテーションを円滑に機能させる。 

（１０）外部専門家の指導・助言を受けて、児童・生徒の発達に関する助言や教科学習や自立活動の

指導内容の改善し、指導技術の向上を図る。 

（１１）ICT 機器を活用した教材を積極的に作成し、授業で活用するとともに、ICT 機器を活用した

分かりやすい指導を推進する。また、プログラミングに関する教育をとおして、児童・生徒に

プログラミング的思考について育成する。 

（１２）「主体的・対話的で深い学び」の授業を推進し、児童・生徒が自ら考え、判断し、活動や行 

動ができる授業をとおして、児童・生徒の学力の向上を目指す。 

（１３）地域の学校や府中市教育委員会等と連携し、公開研究会を地域の学校とともに取り組み、 

実践を広く発信する。 

 

２ 安全教育・生活指導に関する教育の充実 

（１） 避難訓練や防災訓練等、自然災害（地震・火災・台風等風水害・竜巻等）に関する学校の安全

に関する危機を想定し、防災等危機管理体制を構築する。 

（２） BCP（事業継続計画）を活用するとともに、府中市や府中市消防署及び、地域との連携を行い、

防災体制・防災教育を強化する。 

（３） ヒヤリハット事例を収集及び分析を行い、重大事故の防止に組織的に取組む。 

（４） 府中警察署等関係機関と連携し、登下校中に児童・生徒が巻き込まれる可能性のある事件・事

故を防止するとともにネット犯罪、携帯電話の適正な利用等の指導を行い、健全育成に努める。

また、２０２１年に実施する東京２０２０大会に向けたテロ等安全対策を東京都及び府中警察
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署等関係機関と連携して行う。 

（５） スクールバス業者と連携し、安心・安全なスクールバスや医療的ケア専用通学車両の運行に努

める。 

（６） 医療的ケアを適正に実施し、アクシデント防止を徹底し、インシデントは「０」を目指す。 

（７） 指導医、主治医、看護師と連携し、安心・安全な医療的ケア専用通学車両を運行する。 

 

３ 健康教育の推進 

（１） 学校保健計画に基づいた健康教育及び学校医、学校歯科医、学校薬剤師等と連携した組織的

な健康教育を推進する。 

（２） 感染症の発生及び拡大防止にむけて予防対策の徹底し、児童・生徒の健康を守る。 

（３） 児童・生徒の発達段階に応じた心身ともに調和のとれた保健指導・肥満等指導・異性に関す 

る指導を推進する。 

（４） 児童・生徒の食物アレルギーについて調査を適正に行う。また教職員の研修を実施し、食物

アレルギーによる事故を未然に防止する。 

（５） 東京都教育委員会医療的ケア実施要領に基づき、安全かつ適切な医療的ケアを実施するとと

もに、インシデント・アクシデントの発生について状況を分析し、事故未然防止に努める｡ 

（６） 栄養士と連携し、児童・生徒の発達段階や身体機能の状態に応じた、計画的な健全な食生活

が実現できる食育を推進する。 

（７） 「平成３０年度子供の体力向上推進優秀校」となったことを踏まえ、保健体育等体育的教育

活動を通して、より一層、児童・生徒の体力の向上を推進する。 

 

４ 人権教育の推進 

（１） 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を図る。 

（２） いじめのない教育活動を推進する。 

（３） 体罰、不適切な指導、行き過ぎた指導等の根絶のために、教職員が常に人権感覚を高め、教 

職員間で授業や指導を検証しながら、組織的な教育活動を徹底する。 

（４） 児童・生徒の状況を十分に把握し、児童虐待防止対策を推進する。 

 

５ キャリア教育の充実 

（１） けやきの森スタンダード（キャリア教育編）を参考にして、自立と社会参加（社会的自立）

に必要な力を育む教育を実施するととともに、「生きる力」「働く力」「豊かな人間性」を身に

付ける「キャリア教育」を推進する。 

（２） 小学部・中学部・高学部の教育内容を明確化し、児童・生徒の障害特性、発達段階及び学習

到達状況に応じたキャリア教育を推進する。 

（３） 肢体不自由教育部門・知的障害教育部門ともに作業学習の授業改善を行う。 

（４） 大学等進学、福祉就労、企業就労等、生徒や保護者のニーズに応じた進路指導を充実させ、

大学等進学の進路実現を目指すとともに、企業就労率を向上させる。 

 

６ 地域のセンター校としての役割を果たした地域連携と地域貢献活動の充実 

（１） 地域の小学校・中学校と連携し、ユニバーサルデザインの考えを取り入れるとともに、プログ

ラミング教育等学習指導要領を踏まえた授業改善を推進する。 

（２） 地域の学校と連携した合同研修会、公開授業研究会などを実施し、授業改善を推進する。 

（３） 地域の小学校、中学校、高等学校、大学と連携し、オリンピック・パラリンピック教育を充実

させる。 

（４） 特別支援教育コーディネーターの積極的な派遣をとおして、地域の特別支援教育を充実させる。 

 

７ オリンピック・パラリンピック教育をとおした、障害者スポーツ、環境教育、国際理解教育、日 

本の伝統文化教育・芸術教育等の推進 
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（１） 教育活動全体をとおして、オリンピック・パラリンピックに関する教育を充実する。 

（２） 教育活動全体をとおして、環境の課題を整理し、校内及び地域の環境の改善・美化を進めると

ともに、豊かに生活できる望ましい持続可能な環境について推進する。 

（３） 世界の国々の理解や、外国語（英語等）教育の推進をとおして国際理解教育を充実する。 

（４） 「特別支援学校におけるスポーツ教育推進」の指定を受け、障害者スポーツを推進し、児童・

生徒の知識や技能を高める。 

（５） 児童・生徒の芸術に関する教育（美術、音楽）を充実させ、児童・生徒の芸術に関する能力を

高める。 

（６） 日本の伝統・文化に関する教育を充実する。 

（７） 部活動を充実させ、全国大会や都大会で優秀な成績を収めることができる選手を育成する。 

（８） 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、作業学習等を充実させ、おもてなし活動

を推進する。 

（９） 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、東京都教育委員会、組織委員会、警視庁

等と連携して、危機管理対策を構築する。 

 

８ 学校行事等教育課程の適正な実施及び学校行事等における児童・生徒の主体的な活動の推進 

（１） 児童・生徒が意欲的に学習できる学校行事を推進し、学力の向上を目指す。 

（２） 入学式、卒業式の儀式的行事において、新しい学校生活や卒業後の社会への動機付けとなる 

ように計画し、実施する。 

（３） 始業式、終業式、修了式の儀式的行事において、学期の始めと終わりを意識できる儀式とし 

  ていく。 

（４） 体育的行事（けやきの森学園スポーツフェスティバル）、文化的行事（文化祭）を組織的に運

営し、児童・生徒の主体的な活動を計画的に推進する。 

（５） 校外学習、宿泊行事等の校外での学校行事を組織的に運営し、児童・生徒の主体的な活動を計

画的に推進する。 

 

９ 積極的な情報発信 

（１） 教育活動、オリンピック・パラリンピック教育、研究活動等の学校の取組を積極的に情報発

信する。 

（２） ホームページの積極的な更新及び内容の充実をとおして、本校の教育活動や特別支援教育の

理解啓発を推進する。 

 

１０ 経営企画室と教員との連携の強化 

（１） 経営企画室と教員の組織的な連携を強化し、円滑で適正な学校事務や予算の執行を行う。 

（２） 自律経営推進予算を計画的に編成し、適正な執行を行う。また、光熱水費や資源の節約を実 

行する。特に、上水道の管理を徹底する。 

（３） 就学奨励費、学校徴収金等の厳正な処理と執行を行う。 

（４） 電子決裁の推進による業務の効率化及び、ペーパーレス化を強化する。 

 

１１ ライフ・ワーク・バランスの推進と働き方改革の実現 

（１） 教職員の業務遂行状況を把握し、児童・生徒の教育を充実させるとともに教職員の業務の見

直しを行う。 

（２） 自己の業務（働き方）を見直し、仕事と家庭等の生活を両立できるように進め、仕事と家庭

等生活の両方が充実するように進める。 

（３） 長時間労働を是正し、教職員が生き生きと勤務できる環境を整備する。 

（４） 校務分掌等の組織的な業務を整理し、個々の教職員の役割を明確化や業務のシェア化を図る

ことによって、業務の効率化を図る。 

（５） 個々の教職員が自ら業務改善を図り、計画的で効率的な業務の遂行を推進する。 
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１２ コンプライアンス（法令遵守、ルールに従った公正・公平な業務の遂行等）意識の醸成 

（１） 教育公務員として、法規・法令・通達等を遵守し、教職員一人一人が使命を自覚し、児童・

生徒、保護者、地域及び都民に、信頼される開かれた学校教育を推進する。 

（２） 学校や社会のルールに従った公正・公平な業務を遂行する。 

（３） 挨拶、接遇、服装等東京都の公務員（社会人）としてふさわしい業務を進めるなど、業務の

基礎・基本を徹底し、苦情・事故等の根絶を目指す。 

 

～けやきの森スクールプラン 2020【令和２年度の目標と方策】～ 

１ プラン１【学習指導の充実】◆学習指導 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） いじめ、体罰（不適切な指導や行き過ぎた指導も含む）、児童虐待等のない人権に配慮した教

育活動の実施、児童・生徒の障害特性や発達段階に応じた人権教育を徹底する。いじめ、体罰、

児童虐待の課題は、対策委員会を設置するとともに、必要に応じて、東京都教育委員会、児童

相談所、警察等関係機関と連携し、早期発見、早期対応に努める。 

（２） 研究主題である「児童・生徒の学びの質を高める授業改善」について研究を深め、児童・生徒

が主体的、意欲的に学習に取り組む適切な授業を推進するとともに、身に付いた力を明確化で

きる「学習評価」を実施する。≪授業わくわくプロジェクト≫ 

（３） 教育目標や授業の目標を明確化し、PDCA マネジメントサイクルを踏まえた「カリキュラム・

マネジメント」を推進する。また指導と授業評価を一体化させ、計画的・組織的な授業改善を

実施する。 

（４） 全教員が１回以上の公開研究授業を実施し、授業改善を進める。 

（５） 授業の基本的な取組み（挨拶、態度等の授業規律、指導方法、児童・生徒の学習評価等）が明

確に分かるような「けやきの森スタンダード（授業編）」を活用し、授業改善を進める。 

（６） 図書館を充実させ、読書活動を充実するともに、学力の向上を目指す。≪図書館わくわくプロ

ジェクト≫ 

（７） 花等植物について学び、校内で生き生きした花や草木（みどり）を育て、明るい学校作りを推

進する。≪花とみどりのプロジェクト≫ 

（８） 地域の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校と連携した「キャリア教育」等の研究活動の

活用をとおして、教員、学校介護職員の専門性、授業力を向上させ、児童・生徒の学力が向上

するよう努める。 

（９） 授業力向上支援センターの内容・役割を明確化し、授業力を向上させるとともに、地域等の学

校の授業改善に貢献する。 

（１０）教育活動で「主体的・対話的で深い学び」を推進し、児童・生徒の個々の実態に応じて児童・

生徒が「分かる」「できる」等授業改善（ジャストフィットした教育）に取組む。 

（１１）特別支援教育コーディネーターは、担任、授業担当者、学校介護職員、専門家間を調整し、

チームアプローチやコンサルテーションを円滑に機能させるとともに、助言内容を資料化して

保護者と共有できるようにする。 

（１２）外部専門家の指導・助言を受けて、的確な実態の把握に努めるとともに、教科学習や自立活

動等の知識を深め、指導技術の向上を図る。 

（１３）児童・生徒の実態把握のアセスメントシートを作成して個々の中心課題への理解を深め、適

切な学習目標や手立ての設定につなげ、個別指導計画に位置づける。 

（１３）個に応じて教材・教具を開発、作製、活用するなどして、主体的に取組む授業を推進する。 

（１４）ICT 機器を活用した分かりやすい指導を推進するとともに、プログラミング教育等 ICT 機器

を活用した教材を積極的に作成し、学習指導の充実を図る。 

（１５）体育や保健体育の体育的授業をとおして、児童・生徒の健康の保持増進、体力の向上を図る。 
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（１６）「オリンピック・パラリンピック教育アワード校」の指定を受け、教育活動全体をとおして、

オリンピック・パラリンピックに関する教育（障害者スポーツ、環境教育、国際理解教育、

日本の伝統・文化に関する教育、芸術教育）を充実する。≪盛り上げようオリパラ・プロジ

ェクト≫ 

（１７） 在宅訪問教育においては、児童・生徒の身体機能の状況の把握等の実態や家庭の状況にきめ

細やかに応じて指導を行う。                            

（１８）くぬぎ分教室においては、都立府中療育センターと連携して教育活動を円滑に実施し、健康

の保持増進に努め、個々の能力や個性を伸ばす教育活動を展開する。また、６月に新設する

府中療育センターへの移転を円滑に実施する。 

（１９）作業学習において、作業工程を明確化させ、生徒の実態に応じた環境や教材の工夫を行い、 

自ら考え活動するなどの主体的な活動を推進する。 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ 人権教育研修会を実施（いじめや体罰の問題を

行い、児童虐待問題を重点的に行う）する。 

副校長、主幹教諭→全教

員 

年間３回実施 

２ 体罰、不適切な指導、不適切な言動等の服務事

故「０」とする。 

全教職員 服務事故「０」 

３ 「児童・生徒の学びの質を高める授業改善」を

進め、身に付いた力を明確化できる「学習評価」

を推進する。≪授業わくわくプロジェクト≫【重

点】 

研究研修部→全教員 ４月当初に学習指

導案の様式を作成 

１月末までに全教

員が実施 

４ 図書館を活用し、読書活動を充実するともに、

学力の向上を目指す。≪図書館わくわくプロジェ

クト≫【重点】 

担当主幹、司書教諭等担

当→全教職員 

毎月、平均１０冊

新刊を購入する。 

５ 花等植物について学び、校内で生き生きした花

や草木（みどり）を育て、明るい学校作りを推進

する。≪花とみどりのプロジェクト≫【重点】 

各主幹教諭→知的部門高

等部・生産園芸班→各学

部・学年等 

通年とおして、校

内に花や草木（み

どり）を育てる。 

５ 外部専門家等と連携し助言を受けて個別指導計

画を改善する。 

指導教諭、担任 保 護 者 の 理 解

100％ 

６  外部専門家の助言を取り入れ、自立活動・

TTAP・WISC-Ⅳ等のアセスメントシートを作成

する。 

全教員 ２００ケース以上

アセスメント実施 

６ 全教員が一回以上の公開研究授業を行う。 研究研修部→全教員 １月までに全教員

が１回以上行う。 

７ 授業力向上支援センターの内容・役割を明確化

し、授業力を向上させるとともに、地域等の学校

の授業改善に貢献する。 

研究研修部・特別支援教

育推進部→全教員 

６月までに内容と

役 割 を 明 確 化 す

る。 

８ 初任者、２年次、３年次、中堅教諭等資質向上

研修対象者は研究授業を実施し、全国公開授業研

究会等で報告する。 

指導教諭、研究研修部、

初任者、２年次、３年次、

中堅教諭等資質向上研修 

年１回 

９ 新学習指導要領を踏まえて児童・生徒一人一人

「自立活動」の目標等を個別指導計画に示し、「自

立活動」の充実を図る。 

教務部、各学部→全教員 年２回の個別指導

計画を作成し、児

童・生徒の自立を

目指す。 

１０ 令和３年１月に府中市地域の学校と連携し全

国公開授業研究会を実施する。 

指導教諭、研究部 参加者１２０名以

上 
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１１ 「主体的・対話的で深い学び」「キャリア教育」

「学習評価」等新学習指導要領の内容を取り入れ

た公開研究授業を実施する。【重点】  

指導教諭、研究部、対象

教員 

公開授業研究会を

年１回以上 

１２ ICT 機器を活用した分かりやすい指導を推進

するとともに、プログラミン教育等ＩＣＴ機器を

活用した授業を全教員が行う。【重点】 

全教員 ICT 機器活用事例

集を 1 月までに作

成。保護者への理

解 啓 発 の 取 組 み

（年間３回） 

１３ 年間指導計画に基づくオリンピック・パラリ

ンピック教育を実施する。≪盛り上げようオリパ

ラ・プロジェクト≫【重点】 

全教員 年間学年で１回以

上実施 

１４ オリンピック・パラリンピック教育に基づき、

オリパラ・スポーツ（アスリート交流等）、環境教

育、国際理解教育、外国語（英語等）、芸術教育、

日本の伝統文化の教育を実施する。≪盛り上げよ

うオリパラ・プロジェクト≫【重点】 

全学部 １学年で１回以上

実施 

オリパラ・アスリ

ート交流など年間

３回実施 

 

２ プラン２【生活指導、安全教育の充実】 ◆生活指導 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） 児童・生徒の学校生活や家庭生活等での変化を素早く発見し、組織的に対応する中で、児童・

生徒が健全に学校生活を送れることができるようにしていく。（自殺等事故未然防止対策等） 

（２） 児童・生徒の思いを聞き取り、安心して過ごせる学校づくりを推進する。【重点】 

（３） 避難訓練や防災訓練等、自然災害に関する学校の安全に関する危機を想定し、防災教育推進委

員会を活用して、地域等と連携した防災等危機管理体制を構築する。 

（４） 大災害に備えた校内体制【BCP（事業継続計画）】や「スタートボックス」を活用し、防災教

育・防災対策を推進する。 

（５） 府中市と「福祉避難所」「避難場所（台風等風水害）」としての協定書を締結したことにより、

府中市と連携し、「福祉避難所」「避難場所（台風等風水害）」の運営等について推進する。 

（６） 学校施設等、教育環境の改善（老朽化対策、美化） 

（７） 通学路安全マップ等を活用し、児童・生徒の実態に応じた一人通学を推進する。 

（８） 指導医、主治医、看護師と連携し、安心・安全な医療的ケア専用通学車両を運行する。【重点】 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ 防災教育推進委員会を活用して、地域と連携し

た防災等危機管理体制を構築する。 

主幹教諭、生活指導部→

学部、担任 

５月までに防災マ

ニュアルを確認し

６月全校に周知 

２ BCP（事業継続計画）を活用し、府中市と連携

した福祉避難所、「避難場所（台風等風水害）」、帰

宅困難者等の受け入れを想定した訓練を行う。 

生活指導部→全教職員 ７月までに福祉避

難所の具体的な計

画作成。10 月宿泊

防災訓練で実施 

３ 災害時における学校ホームページ等での情報を

発信する。 

情報教育部、生活指導部 月１回以上ホーム

ペ ー ジ に 公 開 し

て、避難訓練等の

情報等をホームペ

ージ等で情報発信 

４ ヒヤリハット事例を収集及び分析を行い、重大 生活指導部→全教職員 ヒヤリハット事例
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事故の防止に組織的に取組む。 

 

を収集の再確認。

９月までに事例集

改訂版の作成 

５ 指導医、主治医、看護師と連携し、安心・安全

な医療的ケア専用通学車両を運行する。【重点】 

 

スクールバス部・医療的

ケア部→肢体不自由部門 

年間３回の運行に

関 す る 定 例 会 実

施。事故「０」。 

６ 学校施設等、教育環境の点検・改善（老朽化対

策、美化）を行う。 

経営企画室、生活指導部

→全教職員 

月に 1回以上点検。

学校施設や教室環

境の課題の整理 

 

３ プラン３【キャリア教育の推進】 ◆進路指導 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） 小学部から高等部までのキャリア教育を整理した「けやきの森スタンダード（キャリア教育

編）」を活用し、児童・生徒の将来の生活を見通したキャリア教育を充実する。【重点】 

（２） 中学部及び高等部の作業学習における指導方法、教育環境等の課題の検証し、授業改善を行う。 

（３） 福祉就労、企業就労等、生徒の実態に応じた進路指導の充実、積極的な企業等職場開拓、企 

業就労率の向上 

（４）肢体不自由教育部門の準ずる教育課程の教育を充実させ、大学等進学を目指す。 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ 「けやきの森スタンダード（キャリア教育編）」

を活用し、児童・生徒に応じたキャリア教育を推

進する。【重点】 

研究研修部→全教員 １月までにキャリ

ア教育の実践をま

とめ、全国公開研

究会で発表する。 

２ 肢体不自由教育部門・知的障害教育部門ともに 

中学部及び高等部の作業学習の授業改善を行う。 

 （企業や福祉施設の見学<生徒・教員>、企業など

や福祉施設の職員による作業学習のアドバイス） 

進路指導部→中学部・高

等部 

１２月までに企業

１社（就労支援ア

ドバイザー含む）

及び、福祉施設１

事業所の実践を参

考にした授業改善 

３ 作業製品の販売や活動場所を地域等校外に広

げ、社会参加・社会貢献の機会を増やす。 

Ａ・Ｂ両部門の高等部の

作業学習担当等 

定期的に社会貢献

等できる連携施設

等場所の確保。連

携施設１０か所 

４ 福祉就労、企業就労等、生徒の能力や適性に応

じた多様な進路先を確保する。 

進路指導部 福祉就労・企業就

労を希望する生徒

の福祉就労率・企

業就労率 100％ 

５ 積極的に企業開拓し、進路先の選択肢を増やす。 進路指導部 企業開拓 100 社以

上 

６ 生徒のニーズに応じた企業に就労する。 

  （企業就労率の維持・向上を目指す。） 

※新型コロナウイルスの影響で、企業等での障害者

雇用が不明である。 

進路指導部、学部 企業就労率３０％

以上（知的障害部

門） 
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４ プラン４【学校行事の充実と円滑な実施】 ◆特別活動 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） 児童・生徒が主体的・意欲的に活動できる学校行事を推進し、学力の向上を目指す。≪学校

行事わくわくプロジェクト≫【重点】 

（２） 入学式、卒業式の儀式的行事において、新しい学校生活や卒業後の社会への展開へと動機付

けとなるような儀式を計画し、実施する。 

（３） 始業式、終業式、修了式の儀式的行事において、学期の始めと終わりを意識できる儀式とし

ていく。 

（４） 体育的行事（けやきの森学園スポーツフェスティバル２０２０）や文化的行事（文化祭）を

組織的に運営し、児童・生徒の主体的な活動を計画的に推進する。※けやきの森学園スポーツフ

ェスティバル２０２０は新型コロナウイルスのため、中止とする。 

（５） 校外学習、宿泊行事等の校外での学校行事を組織的に運営し、安全に校外での活動を計画・

実施するとともに、集団活動の大切さを理解させるとともに、生徒の主体的な活動を計画的に推

進する。 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ 児童・生徒が主体的・意欲的に学習できる学校

行事を推進し、学力の向上を目指す。≪学校行事

わくわくプロジェクト≫【重点】 

教務部→各学校行事担当

→全教職員 

各行事で意欲的に

活動できる内容を

計画する。 

２ 文化祭等、児童・生徒が主体的に活動するなど

組織的に運営し、推進する。 

教務部（学校行事担当等）

→全教職員 

生徒、保護者、地

域の方々の満足度

100％ 

３ 校外学習、宿泊行事等では、安全で充実するよ

うに配慮した計画するとともに、集団活動の大切

さを理解や児童・生徒の主体的な活動を推進する。 

教務部→学年→学級担任 引率教員、児童・

生 徒 の 満 足 度

100％。 

 

５ プラン５【部活動の充実】 ◆特別活動、その他 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） いじめ、体罰、不適切な指導、不適切な言動等のない「部活動」を推進する。 

（２） 部活動をとおして、生徒の主体性を養い、音楽等芸術活動やスポーツの技能の向上を目指す。 

（３） 部活動をとおして、スポーツ、ダンス、音楽、日本の伝統文化の楽しさや喜びを味わわせ、余

暇活動の基礎作りを行うとともに、態度、仲間意識、協調性、思いやる気持ちなど育成する。 

（４） 肢体不自由部門の部活動を充実し、パラリンピック競技の理解と選手の育成を強化する。 

（５） 部活動をとおして、児童・生徒の健康の保持増進、体力の向上を図る。 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ いじめ、体罰、不適切な指導、不適切な言動等 

 のない「部活動」を推進するための計画書を作   

 成する。 

部活動担当教員→学部→

担当主幹→副校長 

５月までに部活動

の指導方針及び計

画の作成 

２ 挨拶を適切に行い、ルールやマナーを守ること

ができる「部活動」を推進する。（他の児童・生徒

の模範となる行動） 

生活指導部→全部活動担

当教員 

５月までに部活動

の指導方針及び計

画の作成 
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６ プラン６【健康の保持・増進に向けた指導の充実】◆保健関係◆学習指導 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） 「学校保健計画」に基づいた指導の推進 

（２） 教職員、養護教諭、看護師、保護者、医療（学校医、指導医、主治医等）との密接な連携 

（３） 「都立特別支援学校における医療的ケアの実施について」に基づいた適正で安全な医療的ケ

アの実施 

（４） 児童・生徒の「歯科指導」「異性に関する指導」「肥満対策」の充実【重点】 

（５） 食物等アレルギーへの対応の理解と組織の構築 

（６） 体育的教育活動や部活動をとおして、児童・生徒の体力の向上に取組む。【重点】 

（７） 新型コロナウイルスやインフルエンザ等感染症の予防対策を徹底するとともに、発症した場

合には適切な対応を迅速に行う。 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ 健康の保持・増進に向けた指導及び研修を充実

する。 

養護教諭、保健部、学校

保健委員会→全教員 

学校保健員会及び

同委員会講演会を

年間１回以上実施 

２ 安全かつ適切な医療的ケアを実施するととも  

に、インシデント・アクシデントの発生について  

 状況を分析し、事故未然防止に努める｡【重点】 

肢体不自由部門、養護教

諭、看護師、担任 

医療的ケアのアク

シデント「０」イ

ンシデント「０」

を目指す。 

３ 児童・生徒の「歯科指導」「異性に関する指導」

「肥満指導」を推進する。【重点】 

 

養護教諭、保健部、進路

指導部、保健体育科→学

部 

「異性に関する指

導」は、９月まで

に方針の作成。１

月までに高等部に

ついては授業実践

を行う。 

４ 食物アレルギーの対応に関する研修を実施する

とともに対応方法を理解する。 

養護教諭、保健部→学部 ５月までに全教員

向けの食物アレル

ギーの研修の実施 

 

７ プラン７【地域支援・地域等連携とセンター的機能の充実】◆学習指導、学校運営 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） 地域の小学校・中学校と連携した「ユニバーサルデザインの教育」や「プログラミング教育」

を取り入れた授業改善を推進する。 

（２） 地域の学校と連携した公開授業研究会を実施し、授業改善を推進する。 

（３） 地域の特別支援教育の充実のために、特別支援教育コーディネーターが地域の幼稚園・小学校、

中学校等の実態を把握し、出前授業や授業助言を積極的に行う。 

（４） 特別支援教育コーディネーターの積極的な派遣をとおして、地域の特別支援教育を充実させる。 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ 小学校・中学校と連携した「ユニバーサルデザ

インの教育」や「プログラミング教育」を取り

入れた授業改善を行う。 

指導教諭、研究部 年間１回以上 
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２ 地域の学校と連携した全国公開授業研究会を実

施し、授業改善を推進する。 

指導教諭、研究部 全国公開授業研究

会、参加者１２０

名以上 

４ 特別支援教育コーディネーターの積極的な派遣 

 をとおして、地域の特別支援教育を充実させる。 

特別支援教育コーディネ

ーター→担当主幹 

年間１００回 

５ 学校ホームページを計画的に更新する。 

 

情報・支援機器管理部→

担当主幹 

年間１００回以上

更新 

 

８ プラン８【ライフ・ワーク・バランスの推進・働き方改革】 ◆学校経営・学校運営 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  

（１） 自己の業務（働き方）を見直し、仕事と家庭等の生活を両立できるように進め、仕事と家庭等

生活の両方が充実するように進める。 

（２） 長時間労働を是正し、勤務日は１日９時間４５分以内（休憩時間除く）の校内での在勤業務を

推進する。 

（３） 毎月の中旬と、学部で定時退庁日を毎月各 1 回設定し、定時の退庁を徹底する。 

（４） 各学部及び校務分掌等の組織的な業務を整理し、個々の教職員の役割を明確化し、業務のシェ

ア化を図ることによって、業務の効率化を図る。 

（５） 教職員のライフ・ワーク・バランス実現にむけた組織的な推進【重点】 

府中けやきの森学園「ライフ・ワーク・バランス１０の心得」 

① 廃止「慣例的にやってきたことを見直してみる」 

② 精選「やらなくてはいけないものは、コンパクト」 

③ 簡素化「手抜きではなく、本質を絞り焦点化」 

④ 共有「多くの教員の経験知が本校の財産」 

⑤ 評価「各単位での見直しが改善につながる」 

⑥ 引継「毎年０(ゼロ)スタートではなく、皆が次の担当者へつなげていく」 

⑦ チーム力「自分だけではなく、学部の皆が早く帰れるように」 

⑧ リスクマネジメント「避けることができる仕事を生み出さない」 

⑨ 自己管理「自ら目標を決めてプランニング」 

⑩ 決意「私生活も仕事も両立させる」 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ 勤務日は１日９時間４５分以内の校内での在勤

業務を推進する。（１日の時間外業務を２時間） 

全教職員 全教職員の８０％

が１日９時間４５

分以内の在勤時間

を目指す。 

２ 毎月２回の定時退庁を徹底する。（全校と各学

部）【重点】 

全教職員 全教職員の８０％

が定時に近い時間

に退庁する。 

３ 各学部、校務分掌等の各組織的な業務を整理（業

務改善・業務縮減）し、個々の教職員の役割の明

確化や業務のシェア化できる方針を立て推進す

る。【重点】 

各学部主任、各分掌主

幹・主任、経営企画室→

全職員 

４月中に各学部、

校務分掌等で方針

を作成し、示す。 

 

９ プラン９【組織力の向上】 ◆学校経営・学校運営 

Ⅴ 今年度の取組目標と方策  
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（１） 「チームけやきの森」としての組織力の向上【重点】 

（２） 組織的な業務のシェア化を進め、業務の効率化・合理化を図る。 

（３） クリーンデスクを徹底するなど、教室、特別教室、職員室、保健室、経営企画室、主事室等 

の整理整頓を徹底し、組織的に個人情報紛失事故を未然に防止するとともに、安心・安全な教 

育環境作りを推進する。 

（４） 主幹教諭連絡会を設置し、学校の教育課題の整理と改善策の検討 

（５） ICT 機器・TAIMS の活用（情報集積・活用・管理システムの構築、電子決済の推進、ペーパー

レス化） 

（６） コンプライアンス（法令遵守、ルールに従った公正・公平な業務の遂行等）意識を醸成し、学

校や社会のルールに従った公正・公平な業務を遂行する。 

（７） 業務の基礎・基本を徹底し、挨拶・接遇・服装等東京都の公務員（社会人）としてふさわしい

業務を進める。 

Ⅵ 重点目標と方策 

方   策 担当者→対象教員等 目標 

１ プール水・農場水等上水道の管理を徹底する。 

 

経営支援室長→担当職員 毎日２回（朝及び

退庁前）確実な実

施 

２ 「クリーンデスクの日」を毎週金曜日に設定し、 

 個人情報紛失事故を未然に防止する。連絡帳、個

別指導計画などの誤配布を防止する。【重点】 

全教職員 クリーンデスクの

徹底と誤配布「０」 

３ 個人情報等紙媒体の起案以外は、電子起案を行

い、電子決裁する。【重点】 

副校長→主幹教諭→全教

員、経営企画室長→経営

企画室職員 

１２月には全職員

の８０％起案の電

子決済を進め、 

４ OJT の推進及び若手教員等の人材育成研修を

実施する。 

主幹教諭、主任教諭 年間を通じて、若

手教員等への人材

育成研修の実施 

５ 主幹連絡会での学校課題等の整理と改善策の検  

 討を行う。 

副校長、主幹教諭 毎週開催。毎週の

企画調整会議の円

滑な運営のための

準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員 

教員の心身の健康 

充実感が味わえる職場 

ライフ・ワーク・バランス 

専門性の高い学校の構築 

児童・生徒 

学力の向上・健康の保持増進・体力の向上・

地域貢献・国際理解・進路実現 

生き生きとした学校生活 

明るく楽しい学校生活 

自立と社会参加 

社会に開かれた教育課程の実現 


