
石見養護学校H30に向けて　

衛生委員会

子どもの多様な活動の支え

業務の効率化をめざす

子どもの学びを支え、作り出す 子どもの学びを核にした

１２年間のつながりつくり

全員が学校経営の

参画者に

学校と家庭と地域とつなぐ地域連携

教職員自己評価等か

らのの意見と改善案

教職員同士で支え合い 高め合うチーム児童･生徒･保護者を支え 高め合うチーム

思いを支え合う 訴えをもとに改善

働きやすい職場への提案

Ｈ３０にむけて

重点課題（総力を挙げて取り組む、生み出す業務） と 分担業務の検討 H30にむけて

① 伝える力、伝えあう力をもとう

周りの辛い思いに気づいた人が発信

その人のために伝える

一人が一人で苦しまない職場へ

② 子どもと向き合う時間を作ろう

子どものことを、深くゆっくり話す時間を作る

会議の整理

２年スパンでの業務スケジュール作り

比重を軽くする業務

総力で取り組む業務

③ はたらく環境整備

話せるスペース作り

話･和･輪

Ｈ３０に向けて～委員からの意見

① 気になる子の周りの子どもたちと

大人たちへのアプローチ

② 将来につながっていく交流

③ 子どもたち自身が考える

お互いの思いへの気づき

④ まず先生たちへの理解啓発

⑤ 子どもたちの心の動きを伝えあう

学校同士で考え合う

⑦ 公民館活動との連携

⇒Ｈ３０本校の交流の様子を見てもらう

対話による授業作り
①やりとりのバリエーションの活用

②実態把握～見取る～

③環境設定の工夫

① 特別支援学校で学ぶ意義の明確化

合わせた指導、自立活動のあり方

それぞれの授業時数の確保

学習の目標の明確化と適したグルーピング

生活、将来に生かす学びの検討

② コース制についての全校での共有

リーダーに求める力の明確化

卒後の姿からフィードバックした学習内容の検討

③ 子どもたちの価値観の変化への対応

新しい時代へ向かう子どもたちの価値観を知る

④ 教職員の専門性

チームで学びあう、先輩Tから学ぶ

⑤ 生徒支援委員会の在り方

処分を決める場なのか、指導を検討する場なのか

処分もすべて、指導の一つとして一人一人に合わせて

検討

それぞれのチームから

のH30に向けての意見

① 教職員チーム作り

共有するメリット作り

（生徒指導対応時の授業補償）

（複数で引き継いでいく）

顔を合わせた連携

（学校寄宿舎参加の学部会、学年会、学級会）

（学校寄宿舎担当による特別プログラムの検討）

授業補充の在り方

（全員で分担できるように、みんなが持ち合おう）

② 有効な会議の持ち方

子どものことを話す時間作り

（学部会、学級会での話す項目、方向性の提案）

会議の目的の明確化

（何のために話し合うのか、ねらいの設定や意義の共有）

③ 業務の重点化と分担

部長に偏らない業務分担 ⇒ 重点業務と分担業務の様式作り

① 地域への理解啓発

子どもたちへ

（地域の子どもたちの実態把握、理解啓発授業の公開、交流及び共同学習）

地域の先生方へ

（気になる子の周りの子ども達の思い、

交流に向かう子どもたちの気持ちの揺れやその背景を共有）

地域の大人たちへ

（公民館への理解啓発の出前授業）

② 地域との縦横のつながりつくり

町教委との連携

（支援をしたうえでの検査の実施、検査結果を生かしての支援の充実）

（合同相談会のフォローチャート作り、相談しやすい環境作り）

③ 地域の子どもたちについての情報交換、情報共有の機会を増やす

校内で、特支CD、地域CD、子ども支援部、管理職で情報共有定例会を持つ

CDと町、関係機関との定例会を持つ

進路指導部と、高校の進路、CDとの連携作り

① 伝える力、伝えあう力をもとう

大人のチーム作り

教職員の雰囲気つくり

（お互いの背景を思う、つらい思いに誰が気付くか）

（どんな言葉が伝わるのか、相手の気持ちを考えた伝え方）

顔を合わせて話す

いろんなチームで話す

話が煮詰まったら、人を増やして話す

話を広げるために、違うチームで話す

② 子どもと向き合う時間を作ろう

業務、会議の精選と分担

授業補充を分担

生徒指導と授業のバランス

③ 働く環境整備

勤務環境の整備

休日の業務への対応

時間を守る

授業と重なる業務の調整

行事と授業のブッキング

人権擁護委員
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石養学校作り

研修会

H30に向けて

授業を見せてください

総務

防災

教務

新学習指導要領に向けて

地域

理解啓発授業実践
主権者教育

生徒会と学年学級連携

人権・同和教育推進

授業実践

情報教育・情報管理

情報モラル教育

保健

感染症予防・対策

研究

授業作り

～対話的で深い学びへ～

子ども支援

生徒指導

＋児童生徒会活動

＋ステージを超えた

引継ぎへの取り組み

進路指導

進路情報の提供

（保護者、児童生徒、教員

寄宿舎（舎務部）

対面での学校連携

高等部

１組２組連携の学部運営

小中学部

自他を大切にする取組

食育

地域連携

栄養士授業実践

性に関する指導

授業実践

チェック表の活用

キャリア教育

授業実践＋事例紹介

読書

本に親しむ取り組み

（展示）

道徳

授業実践＋書式整理

新学習指導要領に向け

外部からの学校活動に対する評価

H30に向けて～委員からの意見～

① 地域の力でピンチをチャンスに

② ＰＴＡ活動のコーディネート

④ ＨＰをより身近に

⑤ 地域と繋がる、卒後もつながる学校

⑥ 子どもたちの価値感の変化への対応

総務

防災
情報教育・情報管理

情報モラル教育

教務

新学習指導要領に向けて
道徳

授業実践＋書式整理

新学習指導要領に向け

研究

授業作り

～主体的、対話的で深い学び

子ども支援

生徒指導

＋児童生徒会活動

＋ステージを超えた

引継ぎへの取り組み

対話による授業作り
①やりとりのバリエーションの活用

②実態把握～見取る～

③環境設定の工夫

主権者教育

生徒会と学年学級連携

進路指導

進路情報の提供

（保護者、児童生徒、教員

キャリア教育

授業実践＋事例紹介

寄宿舎（舎務部）

対面での学校連携

高等部

１組２組連携の学部運営

小中学部

自他を大切にする取組

衛生委員会＋人権擁護委員会

① 教職員のチーム作り

～伝える力、伝えあう力～

全員が話そう

会議で話を深めていこう

伝えるために考えよう ～自分の思い、相手の思いを～

② 業務の重点化

今年は少し縮小、おやすみする業務を作る

みんなで時間をシェアしよう

業務の分担と、全員による授業協力

学部 分掌

委員会
学校評議員会

＋学校関係者評価委員会

人権・同和教育推進

授業実践

地域

理解啓発授業実践

学校評議員会（関係者評価委員会）

＋子ども支援（相談・地域）＋人権同和教育

① 交流及び共同学習

② 地域の子どもたちの障がい理解の実態把握 ⇒理解啓発授業実践

③ 地域の大人たちへの障がい理解啓発 ⇒ 評議員会委員の選考

④ 関係機関との連携の継続（縦と横のつながり）

読書

本に親しむ取り組み

（展示）

保健

感染症予防・対策
性に関する指導

授業実践

チェック表の活用

食育

地域連携

栄養士授業実践

H29の取り組み

学部＋分掌＋委員会

① 重点課題（総力を挙げて取り組む、

生み出す業務） と 分担業務の検討

② 教職員の専門性を、チームで育む

③ 有効な会議、内容の工夫

H29の組織

H30の組織


