
《重点取組項目》

見直しのポイント　【A】項目 取組ねらい　【P】 現状と目標【評価指標】 具体的な取組内容　【D】 中間評価　【C】

《高知県
の教育
の基本
理念》

学校像

（１）学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢
に向かって羽ばたく子どもたち
（２）郷土への愛着と誇りを持ち、高い志を掲
げ、日本や高知の未来を切り拓く人材

（評価　A:目標を十分に達成　　B:ほぼ目標を達成　　C:やや不十分　　D:改善を要する）

《取組の
方向性》
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<第３期高知県教育振興基本計画　基本方針
と横断的取組＞
①チーム学校の推進
②厳しい環境にある子どもたちへの支援や子
どもの多様性に応じた教育の充実
③デジタル社会に向けた教育の推進
③地域との連携・協働
〇学校における働き方改革の推進

                                                                 高知県立高知若草特別支援学校子鹿園分校

〇児童生徒が自己実現を達成できる学校
〇保護者が成長と発達を実感できる教育を行う学校
〇地域になくてはならない存在として愛される学校
〇教職員が仕事に誇りをもち、やりがいを感じる学校

〈知〉自ら学ぶ
〇学ぶ楽しさを感じ、自ら進んで学習する意欲や態度を身につけた児童生徒
〇社会生活に必要な知識や技能、態度を身に着けた児童生徒
〈徳〉意欲・協調・協力
〇人や環境と積極的に関わり、自立し社会参加しようとする意欲を持った児童生
徒
〇お互いを認め合い、思いやりの気持ちで協調・協力しようとする児童生徒
〈体〉健康・体力
〇卒業後も一人一人の持てる力を発揮し、将来にわたって豊かに生きるため、
健康や体力、基本的生活習慣を身に着けた児童生徒
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（１）学校教育目標、教育課程、日々の授業のつながりを意識したカリキュラムマネジメントサイクルの確立による児童生徒一人一人の実態に応じた教育課程の編成
（２）卒業後の自立と社会参加を見据えた教育の充実と豊かな心の育成
（３）教員の専門性の向上と指導力の育成
（４）児童生徒の命と人権を守る安心安全な学校づくりの推進
（５）特別支援教育のセンターとしての支援機能や情報発信、保護者・関係機関等との連携による開かれた学校づくりの推進
（６）学校教育目標の達成をめざし、やりがい、働きがいのある学校組織の運営と働き方改革の促進
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【現状・課題】
・教職員の社会参加につながるという意識感が弱
い。
・スポーツ大会等への参加が難しい子どもの参加
の仕方。
・同じ児童生徒の参加となっている。
・校内での障害者スポーツが社会参加につながる
という気運づくり不十分。（担当部署がはっきりして
いない）
【目標】
①校内外への発信、社会参加の機会を増やす。
＜文化・芸術活動＞
・2020総文祭への参加
・校内外の作品展やコンクール等への全児童生
徒の参加
・芸術鑑賞会等の実施により生の芸術に触れる機
会を持つ。
＜スポーツ活動＞
・校外で実施されるスポーツ大会への参加者を増
やす。
・本校や他の分校との体育授業等を通じたスポー
ツ交流の実施
②校内における機運をさらに高める。
・校内表彰、校内展、読書活動などを行い、文芸
スにいつも触れることのできる環境を作る
・保護者等への啓発を行う。

学校卒業後の生涯学習につなげ
る視点を持った文化・芸術、スポー
ツ活動の振興を図る。

①卒業後の豊かな生活を目指し、
在学中から、卒業後につながる活
動を見つけるとともに社会参加の
機会の充実を図る。

②文化・芸術、スポーツ活動に関し
て授業等において計画的に取り組
むとともに、児童生徒の意欲や主
体性を向上させるため、校内での
情報共有を行い、機運づくりを行
う。

【現状・課題】
・肢体不自由の児童生徒に対する自立活動の指
導に対する意識が弱い。
・指導内容が担任の力量（教職員の経験や専門
性）で変わる。
・自立活動の指導内容と教科の指導内容が曖昧。
・流れ図の作成が難しい。
【目標】
①②③自立活動に関する教員の基礎的な理解を
深める。
①全児童生徒の自立活動の流れ図（指導内容設
定）を８月末までに作成し、自立活動の指導内容
を明らかにし、より実態に即した指導、支援を行
う。
②自立活動と教科の指導内容について必要な整
理を行う。
③療育福祉センターの協力による研修やリハビリ
（PT、OT、ST)と連携を行う。
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主体的、対話的で深い学びの視
点での授業改善とその評価を教育
課程の改善につなげ、よりよい教
育課程を編成する。【R2～4】

①個別の指導計画の新様式を活
用した指導と評価のＰＤＣＡサイク
ルを確立する。

②児童生徒の実態に応じた年間
指導計画や単元計画表の作成を
進め、教育課程の振り返りにつな
げる。

③授業づくりのPDCAサイクルを徹
底し、主対深の視点での授業改善
を一層推進する。
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教科学習を後ろ支えする自立活動
の指導内容の充実を図る。
【R2～3】

①自立活動の指導内容を明らかに
し、より実態に即した指導、支援を
行う。

②自立活動と教科の指導内容に
ついて必要な整理を行う。

③療育福祉センターとの連携を図
り、指導内容の充実を図る。

主体的、対話的で深い学びの視点での授
業改善とその評価を教育課程の改善につ
なげ、一人一人に応じた教育課程を編成
する。【R2～4】

①個別の指導計画及び学習評価の充実
（実態把握、3つの柱での目標設定、３観
点での評価）

②個別の指導計画をふまえた児童生徒の
実態に応じた年間指導計画や単元計画
表の作成と系統的な指導支援のための
ツール（目標内容詳細表）の作成。

③授業づくりのPDCAサイクルを徹底し、
主対深の視点での授業改善を進める。

④卒業後を見据えたキャリア教育の充実

Ｂ

①自立活動流れ図作成に関する研修会を
１０回実施し、転出生以外の全児童生徒に
ついて流れ図を作成し、指導目標、内容を
設定することができた。
〇最終研修後にアンケート実施。目標設定
に当たって、グループでの作成プロセスに
ついて肯定的意見が９割。
■指導内容の個別の指導計画への記載方
法、評価、年間のサイクルが明確でない。
②自立活動流れ図で、指導事項の指導場
面を明らかにした。
■略案への記入までには至っていない。
③療育福祉センターリハビリ担当者と担任と
の担当者会を実施し、課題等の共有、助言
を受け、指導に生かしている。
③療育福祉センターのPTによる体の動きに
関する研修、医師による医療的ケアに関す
る研修をそれぞれ1回実施した。

・自立活動の目標の個別指導計画への
記載方法、評価等について検討、決定
する。（研究・教務部）
・今後の作成のスケジュール、協議の流
れ等について、検討、決定する。（研究
部）

・授業の中での自立活動の配慮事項を
明らかにするため、略案への記入を進
める。（公開授業）
・自立活動充実事業を活用して、コミュ
ニケーション等の全体研修（2回）、事例
検討（各クラス）を実施し、自立活動の
指導力の向上を図る。

B

①１学期に全10回の自立活動流れ図研修を実施
し、全児童生徒の指導目標と指導内容を設定する
ことを通して、全教員が自立活動の目標設定に至
る流れを理解することにつながった。
③リハビリ、病棟と学校との担当者会や日々の情報
交換や共有、協議を通して、児童生徒への指導・
支援につなげることができた。

■②自立活動の指導と指導場面についての理解
が不十分で、指導略案の中に授業の中での自立
活動への配慮事項等の記入はできていない。
■自立活動の目標設定の流れのスケジュール化
と、設定の流れの見直し、確実な実施を進めていく
必要がある。
（学校評価アンケート）・自立活動の指導:指
導目標・内容を明らかにする、教科の中での配
慮した指導支援➡マイナス評価・評価できない
２０％以上

B

①全児童生徒について、新様式での個別の指導
計画を作成し、運用開始。作成・活用を通して、目
標設定から学習評価までのPDCAサイクルの流れ
が明確になった。
②③公開授業での単元計画表の試行により、観点
別の目標設定や単元を通しての学習評価、評価に
基づく学習内容の妥当性や時数とのつながりにつ
いて、教員の理解が深まりつつある。
③全教員の公開授業・研究協議実施率１００％。協
議を通して授業改善につなげることができた。
■個別の指導計画について、観点別目標設定を
全教員が理解し、運用を確実に進めていく。
■新学習指導要領に基づいて目標や学習内容の
設定を行い、系統性のある学びを実現していく。
(目標内容詳細表の作成の継続）
■単元・評価計画表の活用を進め、個別の指導計
画、年間指導計画と関連付けて教育課程の改善に
つなげる。
■卒業後を意識したキャリア教育の充実を図って
いく必要がある。
(学校評価アンケート）・教育課程改善の視点
での授業づくり➡マイナス評価・評価できない
(教職員30％）
・子鹿園分校が今後力を入れるべき点➡進路指
導の充実(保護者・教職員）

B

教科学習を後ろ支えする自立活動の指導
内容の充実。【R2～3】
と見直し

①一人一人の児童生徒の「流れ図」作成
と見直し

②自立活動の指導と教科の指導の関連を
理解し、適切な指導場面を設定する。

③療育福祉センターとの連携を図り、指導
内容の充実を図る。

【現状・課題】
・各類型の教科の指導内容等が担任・担当のみで
考え、系統性や充実が図れていない。
・学習指導要領の活用が不充分で主・対・深の趣
旨の理解が不充分。
・授業改善が教育課程改善に結びついていない。
・個別の指導計画は引継ぎとして活用が不十分。
・個別の教育支援計画及び個別の指導計画の新
様式の書き方、活用の仕方等の周知徹
・分掌の仕事と教育課程のつながりについての理
解が不充分。
【目標】
①学習評価を適切に行い、個別の指導計画の評
価・改善を教育課程の改善につなげる。
②教科の授業づくりの検証を行い、系統性のある
指導計画を作成するため、教科ごとの授業検証を
行い、「目標内容詳細表」を作成する(～R３年)。
②分掌部が担当している業務（行事や防災教育
等）の教育課程上の位置づけを明確にする。
②本校、分校合同でカリマネ委員会を実施し、教
育課程実施上の課題を共有し、改善のための検
討を行う。
③全教員の公開授業の実施と改善のための研究
協議の場を確実に実施する。

中間評価後の取組内容【P・D】 年度末評価　【C】 学校関係者評価

・いろいろな案内の手紙などは来て
いるのだと思うが、しっかり見ていな
いこともあり、どんな内容でどんなこ
とをするのかが今一つ分かっていな
い。今日、説明を聞いて、初めてこ
んなことをしているんだと分かった。
わかりやすく紹介してもらうことで、
親子が一緒に参加できたり楽しめた
りできると機会となったらいいと思
う。（保護者）

C

①＜文化芸術活動＞WebSOBUNに、学校
紹介パネル、合同作品展示、作品展示、学
校紹介VTRで参加した。
〇合同作品展示部門では、中・高全員が
焼き物の胸像出展。
〇学校作品展示は小学部11作品、中・高7
作品を出展。
〇学校紹介VTRは、全校児童生徒の映
像、写真、もしくは声での参加でVTRを作
成。高等部生中心に企画、制作にかかわる
機会となった。
■若草合同展覧会への作品出展を呼びか
け中。
＜スポーツ活動＞障害者スポーツ大会フラ
イングディスク大会への参加の呼びかけを
行い、4名の参加予定。
■若草スポーツ交流会を企画中。

②校内外の作品展やコンクールの案内を
PC共有の専用フォルダに掲載。全教員が
いつでも見られるようにしている。
■1学期は作品出展はなし。

①②③月１回の全校または類型別研究
日の設定、計画的な実施
②③全教員の公開授業の実施と教科等
担当グループでの授業研究（2サイクル）
の確実な実施
②学習指導要領を踏まえた教科（知的障
害）の「目標内容詳細表」の作成に取りか
かる。
②準ずる教育課程の学習支援と社会性
を育む指導についての協議実践（研究、
進路、教務）
①新様式により個別の指導計画を作成
し、運用する。
①②教育課程研究集会で学習評価を
テーマに研修し、個別の指導計画の評価
を行う。
①教育課程振り返りシートを活用し、次年
度の教育課程の改善につなげる。
②単元計画表の統一様式を作成、試行
し、年間計画の改善につなげる。
③授業実践後まとめシートを全員が作成
し、今後の実践に役立てる。

①自立活動の基本的な捉え、流れ図の
作成に関する研修会の実施（１学期中）
※本校の研修に参加するためテレビ会議
（ｚoom）の活用
①③肢体不自由の児童生徒の障害等の
基本的な理解を深めるため、療育福祉セ
ンターの医師やPTによる研修の実施
①夏季休業中に流れ図を全児童生徒に
作成し、個別の指導計画に反映する。
※流れ図作成や見直しのＰＤＣＡサイクル
を個別の指導計画の作成・活用とリンクさ
せる。
②教科等の指導略案に、自立活動の指
導目標や内容との関連を記載できるを様
式を作成し、活用する。
③療育福祉センターのリハビリ担当者か
らのアドアイスを自立活動の指導に生か
す。

①について
＜文化・芸術活動＞
・2020総文祭への参加（ステージ、作品、
見学等）
・校内外の作品展やコンクール等への全
児童生徒の参加
・芸術鑑賞会の実施
＜スポーツ活動＞
・障害者スポーツ大会に参加するための
練習等の実施体制づくり
・障害者スポーツ大会、フライングディスク
等の大会に継続して参加
②について
・本校・分校等とのＩＣＴを活用した授業交
流（音楽・体育・行事等）
・若草作品展、若草ボッチャ交流の実施
（ICT活用によるもの含む）
・校内外の作品展等を年度当初に知らせ
る。
・校内情報掲示板や作品展示による発信
・移動図書館の利用を更に推進する。
・外部講師による本の読み聞かせの活用
・保護者等への啓発（学校だより、ＨＰ等）

B

C

①全児童生徒について、新様式で個別の
指導計画を作成し、運用開始。4校カリマネ
委員会を実施し、個別の指導計画新様式
記入の課題を検討、改善策を共有した。
■作成、評価、説明の運用スケージュール
が本年度は暫定的。
■Ⅲ類型のマニュアル、運用の流れに分か
りにくさがある。
■3観点の目標を偏りなく立てることが難し
い。
■重度の子どもの学・人の目標設定が難し
い。
①教育課程振り返りシートは、作成できて
いない。
②類型別研究日の研究内容の詳細を夏期
休業中に立案。2学期より研究を実施して
いる。
②単元計画・評価計画シートの試案を作成
（教務部）。2学期の公開授業で一部試用を
開始する。
③公開授業は、9～12月の間に全教員が実
施する。
③ 授業実践シートを研究部が作成、提案
している。
③授業改善シートⅢ類型版試案を作成、
Ⅲ類型公開授業で試用する。
　

・個別の指導計画作成運用スケジュー
ルを検討し、年度末までに作成運用サ
イクルを明らかにする（教務部）
・Ⅲ類型のマニュアルの整理を行い、独
立したものを年度末までに作成する。
（教務部））
・教育課程振り返りシートを作成し、カリ
マネ委員会を経て実施し来年度の教育
課程編成に生かす。（教務部）
・類型別研究の担当者で進捗状況の中
間確認と報告会（２/４)を実施する。研
究内容を個別の指導計画の目標設定
や評価、教育課程の改善につなげてい
く。（研究部)
・単元・評価計画シートの試用を経て、
シートの改善を図るとともに、活用するこ
とで３観点の目標設定と評価に慣れ、３
観点での目標設定につなげる。
・重度の子どもの目標設定、指導内容
事例を集める。（4校）
・公開授業の研究協議の方法を統一し
て、全教員が協議を実施する。（研究
部）
・公開授業の全研究協議に、教頭又は
主幹教諭が参加し、指導助言を行う。

・授業時間との関係で取組の時間
が限られていると聞くので、その中
で工夫して自立活動に取り組んで
いることはセラピストとしてはとてもあ
りがたく、継続してほしい。（関係者）

・自立活動の目標を決めるときに
は、保護者の意見や願いも共有し
て、一緒に立てていくことが大切で
ある。（関係者）

・いくつものツールを使ってさまざま
な取り組みをしているが、専門性の
向上の取組としての結果が出るまで
には、少し時間がかかると思われる
ため、評価としてはＢでよいのでは
ないか。（関係者）

ICT活用の推進

①GIGAスクール構想による一人一台PCの配
置に伴い、すべての教員がGoogle協働学習
ツールG　suite  for educationを利用できるよう
にする。（教員の基礎的な知識・技能の習得）

②児童生徒の学習指導や支援にICT活用がで
きる体制を作る。

・若草展覧会を積極的にPRし、作品制
作を呼びかける。
・2学期、3学期の参観日に合わせて、
児童生徒の作品を掲示コーナーや廊
下に展示する。<図工・美術>
・12月に芸術鑑賞会を2回実施する。

・体育担当者と連携し、ジュニアボッ
チャ大会の案内を行い、参加を呼びか
ける。

・「若草スポーツ大会」の計画を進め、
若草間の障害者スポーツでの交流を図
る。

B

①ＷｅｂＳＯＢＵＮに特別支援学校部門に学校をあ
げて参加した。Ｗｅｂでの開催となったが、学校紹
介ＶＴＲは、高等部生が中心となって企画・制作し、
活躍の場となった。
①作品展への出展は多くなかったが、校内への作
品掲示を呼びかけ、各学部とも掲示コーナーが充
実した。また、スポーツ大会参加の選手団の紹介
や結果の掲示、校内での報告等により、スポーツ大
会への認識が高まっている。
②文化、芸術、スポーツ係を分掌部に位置づけた
ことにより、スポーツ大会への参加の呼びかけやサ
ポートが進み、スポーツ大会への中・高等部生徒の
参加率が５０％を超えた。

■引き続き、本物の芸術・文化に触れる活動の企
画や障害者スポーツの実施、大会への参加を進め
ていく。
■感染症に備えて、校内での取り組みの充実やＩＣ
Ｔ機器等を活用した実施等についても検討を進め
ておく必要がある。
（学校評価アンケート）
文化・芸術の振興:肯定的評価87.4％
障害者スポーツの振興:肯定的評価87％

B
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①持ち時間数軽減、休憩時間確保のた
めの工夫（学習支援員の活用等）
①分掌業務の整理と、部長による進捗管
理のための様式を活用し確実に運用す
る。
①主事と管理職とのミーティングの実施
（主事会）と、クラス長会の実施
①メリハリをつけた研修会・会議等の設定
（短時間またはしっかり時間を取るなど計
画的に）
①職員室の整理整頓と維持（机のフラット
化）
①年に１回はワークショップを行い、業務
の改善を図る。
①１９時に学校を施錠する。
①月１回１8:10に一斉退庁をする。
②TV会議や遠隔授業の活用。
②４校で共通した会議日程の設定。

C

①授業における支援の見直し、学習支援
員の活用等により、中・高等部持ち時間平
均21時間、小学部24時間とし、教材研究時
間の確保に努めている。
■中・高等部は教材研究の時間が確保で
きているが、小学部は、空き時間をとれてい
ないクラスがある。
■各分掌部の進捗管理表の活用状況。１
学期末の活用分掌部は教務部のみ。
〇主事会は、1学期に８回実施。クラス長会
は、小学部は主事が中心となり月1回程度
実施している。
〇職員室に分掌部用のロッカーを設置、併
せて机上の整理を1回行った。
〇1学期末に「変える、減らす、やめる」の視
点からののアンケートを実施。できることか
ら改善に取り組んでいる。
〇昨年度4月～7月期の時間外勤務45時間
以上延べ42名が、令和2年度4～7月期4名
へと減少。19時までの退勤は、周知されつ
つある。

働
き
方
改
革

子どもに向き合う時間、自分自身を
高める時間の確保と、一人一人の
力が生かせる職場づくりを行う。

①効果的、効率的で計画的な業
務により、見通しをもった仕事の仕
方につなげるなど教職員の働き方
に関する意識改革を行う。

②本校・分校で共同・協働してでき
る業務を検討し、各校の教育活動
の交流による質の向上を図るととも
に、業務の効率化を図る。

【現状・課題】
・分掌の長などに業務が偏る。
・学部、類型、クラス等の担当する部署によって、
負担感に差がある。
・会議を整理し、会議の実施時間も短くする等の
対応を行ったが、教材研究の時間の確保が必要。
・行事の見直しを行った。
・転出入が多いため、その分の業務が多い。
【目標】
①効果的、効率的な業務のための組織体制や業
務分担の見直し
①部長、クラス長の役割を明かにし、分掌部や学
級の経営力を高める。
①人材育成・専門性の向上により、学び合う風土
を作る。
①働きやすく安心・安全な職場環境を実現する。
②本校・分校で共同・協働した教育活動や事務的
な処理を検討する。

C

・子どものことを思えば思うほど、時
間はいくらでも取りたいことはわか
る。また、職場の中でも、若い世代
のほうが働き方改革については、う
まくやっていける面があるのかもし
れない。しかし、その中で、伝えるべ
き所を、どう確実に伝えていくかとい
うことは難しい面があり、組織を超え
て同じような課題があり、検討してい
く必要がある。（関係者）
・学校アンケート等のマイナス評価
の中身を検討する必要がある。児
童生徒の実態に応じて教材研究が
必要な学校であり、必要、不必要を
錆び分けて時間をどのように使う
か、計画的にどう役割分担するかな
ど教員の意識を高めることも必要。

・2学期初めに児童生徒への支援体制
や支援員の活用等について見直しを行
い、教材研究の時間を確保する。（小学
部）
・2学期中に、職員室の机上の整理を行
う。
・分掌部の進捗管理表への記入を再度
確認し、進捗管理と次年度への業務引
継ぎにつなげる。

・2学期末に、働き方改革に関するワー
クショップを実施して意見を聴収し、業
務改善できるところから取り組む。

・2学期に、4回の18時10分一斉退勤日
を計画的に実施する。（毎月の月末日
に実施予定）。

・会議の時間厳守、時間短縮の取組を
継続していく。

C

①授業における支援体制の見直しや学習支援員
を増員、活用により、中・高等部授業持ち時間平均
21時間、小学部24時間とし、時間割内の教材研究
の時間を確保した。
①時間外勤務45時間以上、８～１月期０へと減少。
19時までの退勤は、周知されてきた。
①主事会、クラス長会（小学部）の実施により、主
事、クラス長の役割が理解されつつある。
①分掌業務進捗管理表の作成100％。書きやすく
活用できるよう様式の改善を進め、業務引継ぎの
ツールとしていく。
②本校分校で、各種様式、取組等について協働、
共有したことで、様式の整備、小・中新学習指導要
領全面実施に向けた取組を確実に進めることがで
きた。

■引き続き効率的、効果的な業務のための組織体
制や業務分担の見直しを進める。
■会議の精選や効率的な会議の方法について周
知を図り、徹底していく必要がある。
■授業等への支援体制の検討と見直し、効率的な
業務に向けての意識改革を進める。
■「減らす・変える・やめる」の視点での業務の見直
しを継続していく。

（学校評価アンケート）
昨年度に比べて教材研究の時間が増えましたか
：　マイナス評価50％
・打ち合わせ会議が多い、17時以降の会も多
い　持ち帰り仕事が多い

子どもに向き合う時間、自分自身を高める時間
の確保と、一人一人の力が生かせる職場づくり
を行う。

①効果的、効率的で計画的な業務により、見
通しを持った仕事の仕方につなげるなど教職
員の働き方に関する意識改革を行う。

②本校・分校で共同・協働してできる業務を検
討し、各校の教育活動の交流による質の向上
を図るとともに、業務の効率化を図る。
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