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＜参加された皆様からの全質問への回答＞  

  

  ＊赤字は質問の回答者です。                        令和 2年 3月 13日  

所 属 質 問 事 項  

            都外の特別支援学校からの参加者 

肢体不自由

特別支援学

校から参加

の方 

❶１６：００まで生徒がいる時間割で先生方の休憩や会議などどのように設定してい

るのか。また残業はどの程度なのか教えてください。学校一体で動いているのが大

変そうな印象を受けたので質問します。 

⇒児童・生徒下校後１５：５５より４５分間が休憩時間、その後１６：４０より２０

分間が諸会議等の業務時間です。会議時間が短いので、事前に報告事項を入力して

共有したりする等の工夫をしています。時間外労働時間数が月に一定時間を超えて

いる教員については、副校長が業務管理のアドバイスをしています。前年度より総

じて減少しています。隔週月曜日に定時退庁日、月１回金曜日に１８時最終退勤日

等を設定しています。（学習指導担当主幹）               

肢体不自由

特別支援学

校から参加

の方 

❷質問タイムでは「自立活動を主とする教育課程についてどのように教科と自立活動

のバランスなどを見直していくべきでしょうか」と伺いました。またそれに関連し

て「指導形態」についても含め教育課程検討を進めるシステム（どの立場の人が先

導しているのか 職員全体の周知をどのようにしているのか）教えていただけると

幸いです。 

⇒校長が開校時の基本計画に基づき、自立活動を主とする教育課程においても国語・

算数数学等の教科の時間数を定め、これを受けて経営方針では、その授業を中心と

して、読む・書く・聞く・話す・数えるなどの基礎学習を重視した指導を大切にす

ることを重点目標に明示し、授業力向上研修等を取り入れ、その達成に向けて努力

しています。（教務担当主幹） 

特別支援学

校から参加

の方 

❸授業は分かりやすい受けたい授業とこれは誰の授業？という差が大きいように感

じました。教科の先生でも差があるのではないでしょうか。 

⇒率直な御指摘をありがとうございます。「満点の授業はなし。授業改善は永遠の課

題、もっともっと工夫できる」と校長から激励を受けています。どの学校でも珠玉

入り混じった状態ではないでしょうか。だから、授業研究や公開研究会を大事にし

ています。（副校長）                         

特別支援学

校から参加

の方 

❹オリパラのセミナーで何を学んだかという課題を考えるとするならば、もっと違う

視点があってもいいのではないかと思いました。 

⇒セミナーでは30分の発表で取り組みの内容を日本の伝統文化と外国の文化の体験



に絞り、生徒発表の時間をとりました。1年間で取り組む内容は、①日本の伝統文

化、②豊かな国際感覚、③障害者スポーツの推進、④障害の理解啓発の 4つを基軸

に体験活動を重視しオリンピズムの精神を伝えながら取り組んでいます。人・物・

事との出会いにより学園生が自分でもできるという自己肯定感を育み、相手を尊重

し違いをみとめあうことなどをねらいとしており、経験値の少ない学園生にとって

興味関心を促し、余暇活動の幅が広がりにつながることに期待しています。オリパ

ラ教育の継続で学園生の主体的な活動を今後お伝えできるようにしていきます。

（オリパラ教育推進担当主任教諭）     

京都市呉竹

特別支援学

校から参加

のN様 

 

肢体不自由

特別支援学

校から参加

の方 

❺様々な取り組みに熱心に取り組んでおられる先鋭の学校だと感じました。「働き方

改革」でどれくらいの仕事量が効率的になったのかについて現場の先生方がどれく

らい感じているのか知りたいでます。あまりに熱心な学校で先生方の仕事量が大変

そうだと予想したので 

⇒本校での取組について、熱心との評価をありがとうございます。働き方改革では、

最新鋭機器を導入するなど、印刷作業の効率的も含め事務処理の時間軽減も重視し

ています。又、分科会発表した「授業者支援会議」では限られた数人が要点をしぼ

ってアイデアを提供するなどの効率化をしています。この間は、他の多数は自己の

業務に専念できるのです。時間外勤務時間数は月途中の 15日に集計され、本人に

フィードバックされるなど、自己管理支援も行っています。   

効率化だけでなく、学校経営計画に則り、一人一人の教職員が使命を明確にもち、

教職員間の連携を通して各々の役割を積極的に果たす中で成就感を得る＝モチベ

ーションを高めることが基盤です。（副校長） 

青森第一養

護学校から

参加のU様 

 

肢・知併置の

特別支援学

校から参加

の K様 

❻意識改革という言葉はよく聞きますが、実際どうすればいいかといつも思っていま

した。今回、方法や形式を先にか変えるというアイデアを得ることができました。

キャリア発達と進路指導についての意識改革のアイデアがあれば教えてください。

職員同士の交流や学び合いを促進させるために授業者支援会議の他に工夫されて

いることがあれば教えてください。            

⇒意識改革をするために外部専門家の導入で客観的な視点で意見を伝えていただく

機会を設けています。学園生の卒業後の姿をイメージし、夢や願いを見出すことは

キャリア教育の中核です。表彰機会の設定や様々な検定にチャレンジする機会は学

園生のキャリア発達を促す機会になると考え、積極的に奨励しています。キャリア

発達と進路指導の連携については、今年度、校内教員の中からキャリアコーディネ

ーターが専任指名し、リーダーシップを発揮しています。キャリア発達については,

長期休業中に研修会を行ったり、必要に応じて対象を絞りミニ学習会をしたりして

理解啓発をしています。（副校長） 

特別支援学

校から参加

の方 

❼支援会議のメンバー構成を教えてください 

⇒授業者 1 名支援者 3 名進行役（研修部員）1 名で構成しています。支援者には年

間の中で、誰もが 1回以上参画できるように調整しています。支援者確保が難しい

場合には、主幹教諭にお願いしています。（研究・研修部主任） 



肢体・知的の

特別支援学

校から参加

の方 

❽授業時間フルに参観できるようにする研修の時間確保の工夫がありましたら教え

てください。           

⇒３名程度の支援者確保です。空き時間の方がいれば支援者になってもらいます。経

営計画に基づく「授業力向上」策です。誰もが参画できるようにするために同時並

行する他授業の MT でなければ授業者支援会議の支援者として最大限協力するよ

うにと年度当初に全校に依頼してあります。支援者として抜ける授業があれば、ベ

テランの主幹教諭や指導教諭などに割り振ることを原則として支援者の負担にな

らないように工夫しています。（研究・研修部主任）  

知・病併置の

特別支援学

校から参加

の方 

❾進路について外部アセスメント機関（株式会社たすくやつばき教育研究所他）を教

育計画などに反映しているとおっしゃっていましたが都内では他の支援学校も同

様に外部機関と繋がってアセスメントされているのでしょうか？ 

→東京都では外部専門家の導入を行っています。当校は、身体の取り組みとして

PT/OT/ST や視覚支援の専門家 ORT など、認知の学習支援やアセスメントの取

り組みとしてはつばき教育研究所（宮城武久先生や宇川和子先生、株式会社たすく

（斎藤宇開先生他）に来ていただいています。他の都立校も同様に学校のニーズに

合わせて外部機関を取り入れアセスメントを行っています。当校では、今年度から

知的代替の課程を中心にアセスメントを行い本人・保護者に結果を伝え日々の教育

活動に活かし支援計画や個別の指導計画に反映していけるように取り組んでいる

ところです。（キャリア教育コーディネーター） 

肢体不自由

特別支援学

校から参加

の方 

❿田村統括校長のお考えや実践とても素敵だなと思いました。都内の校長先生同士で

はどのように共有されているのでしょうか。 

⇒他県の校長先生方からのリクエストで校長会研修の一環として来校され、学校経営

等について学ばれることがよくあります。また、都教育委員会の研修センター主催

の新任校長研修等の講師も依頼されていますので、様々な機会に発信されていま

す。（副校長） 

肢体不自由

特別支援学

校から参加

の方 

⓫授業者支援会議の導入を勤務校でも進めています。光明の支援会議では授業者支援

者の選定の基準はどのようにしていますか？また、従来の研究授業や授業研究は学

校として実施していないのでしょうか？また 導入時には校内で消極的な意見も

あったともいますがどのように対応されているのでしょうか 

⇒授業者は初任者・2 年・3 年・10 年の年次研の人をまず割り振り、授業研と一緒

にして負担を軽減しています。対象者がいないグループからは授業者を抽出してい

ます。従来の研究授業と授業研究が授業者支援会議になっています。授業者支援会

議へのいろいろな意見がありますが、年度当初にその意義と手法を伝える全校研修

を校長に講師をお願いして行い、共通理解して進めています。これは、働き方改革

（短時間・具体的収穫・ウィン・ウィン）でもあることの理解を大事にしています。

学校方針として全面導入していることですので、授業者支援会議への直接的な不満

は多くはありません。（研究・研修部主任） 

肢体不自由 ⓬情報の授業で VRが取り上げられているので驚きました。VRを用いた授業は研修



特別支援学

校の山本様

から 

会などで勉強されたのでしょうか？参考にさせていただきたいです。 

⇒本校の情報教育は、ICT外部専門家を導入することで、積極的に校外の方と一緒に

授業を行っています。VR を使った授業は、教員が外部専門家の方々から技術指導

をいただくことで実現しています。（情報教育推進担当指導教諭） 

肢体不自由

特別支援学

校から参加

の方 

⓭呼吸器管理（回路復旧など）などの研修は毎学期されているのでしょうか？また

看護師不在の教員の緊急対応について教えてください。 

⇒年間計画を立てています。結果としては均せば、学期一回程度の緊急時対応訓練

を行っています。（医療的ケア担当主幹） 

肢体不自由

特別支援学

校から参加

の方 

⓮準ずる教育課程における評定・評価をどのようにしているのか教えてください。                

⇒小中高の通常の教育とまったく同様です。数値による個人内絶対評価を基本として

います。また、本校独自の通知表形式（準ずる型）では、通知表内の学習の記録の

欄内で、特にその学園生が頑張ったことをトピックとして出し、写真も挿入するな

ど、本人の励ましとなるように工夫しています。 

  また、評価の管理と活用に関する特徴として、準ずる教育課程においては、学期

末毎に履修状況確認会議を実施し、出席状況や評価を校長・副校長同席のもとで担

当教員と確認することで、年度末（３学期末）になり総合評定「１」の進級判定に

なり、あわてて過度な課題を出したり、追試をしたりすることのないように年度途

中の定期点検を行うようにするなど、きめ細やかな評価サイクルを導入し、学園生

が胸をはって進級できるようにしています。（副校長） 

肢・病併置の

特別支援学

校から参加

の方 

⓯年間指導計画と個別の指導計画がつながるための仕組みがあれば教えてください。 

⇒本校校長による学校経営計画の中で、認知学習を学校の中心課題にし、準ずる、知

代、自立主のどの類型の中でも、「国語」、「算数、数学」など「教科」を土台とした

教育課程を編成するようにし、教科の目標、評価が児童・生徒にも保護者にも分か

りやすくなるよう工夫しています。各教科を基本とすることで、学習指導要領に示

された内容を年間指導計画に記し、単元ごとの中身を自立活動の視点で個別指導計

画に明記することで、「本人・保護者に分かる化」、「仕事のスリム化」を図るように

努めています。（教務担当主幹） 

特別支援学

校からの参

加の方 

⓰自立活動を主とする課程の児童生徒の国数は確実にステップ upできていますか？ 

⇒集団授業としての国語・数学（算数）についての学習指導アドバイザーと、国語・

数学（算数）の個別指導に対する学習指導アドバイザーの両方の外部専門員が、定

期的に授業のアドバイスをしてくだされる機会があります。（校内予算を重点投資

しています。）その指導方法に関する研修会も毎年開かれています。障害の重い児

童・生徒の認知課題に対する指導力は、確実にアップしています。 

 都教育委員会が所管する言語活動に関して、認知学習の指導力向上に関する指導研

究の部会の委員長を校長が担い、主幹教諭も委員として参画しています。3年間の

研究の中で撮りためた個別指導実践のビデオは、指導向上の好事例として、都教育

委員会の言語活動部会報告会で繰り返し紹介されています。（学習指導部担当主幹） 

肢体不自由  



特別支援学

校から参加

の方 

⓯何かを減らし、新しくよいことを始められたのではあれば、減らしたことについて

教えていただきたいです。 

⇒会議の精選と外部専門家導入で授業改善をしています。 

 ・授業者支援会議システムの導入による研究の精選 

 ・通知表の改善による作成時間の短縮化  

・一人一分掌の徹底による組織のスリム化 

 ・肢病併置校の利点を生かし、入学選考問題の一本化 

 ・デジカメ、タブレット端末等の貸出システムの確立（見える化） 

 →令和２年度に計画しているスリム化もたくさんあります。来年度の公開研究会で

まとめて紹介できるように準備いたします。（副校長） 

肢体不自由

特別支援学

校からの参

加の方 

⓰「指導形態」について含め教育課程の検討を進めるシステムとしてどのような立場

の人が先導しているか、職員全体への周知などを教えていただきたいです。 

⇒「指導の形態」や「教育課程の検討」は、学園生の実態と課題を踏まえて、校長が

自ら提案します。その上で、研修会を設け、校長が改善策を分かりやすく職員全体

に解説することで全校一体となって進めています。（副校長） 

特別支援学

校からの参

加の方 

⓱単元としての目標設定など関係職員間ではどのように共有されていますか？  

⇒年度当初の新学年会や新グループ会の中で担当する教科を分担し、教科担当が年間

指導計画や単元計画などを作成していきます。学習指導要領で示された各教科の目

標や内容をもとに作成した年間指導計画に基づき、単元毎の目標設定をし、担当者

で単元目標と本時の目標を記載した指導略案を教職員間で共有して目標の共有を

心がけています。（学習指導部担当主幹） 

特別支援学

校からの参

加の方 

⓲小学部低学年の自立の課程に学ぶ児童へのプログラミングについてはどのような

ことをやっていますか？ 

 ⇒自立活動を主とする教育課程においては、現在のところ、明確に「プログラミング

教育」とした活動は行っておりません。児童の実態を踏まえながら、ルールを守って

生活するなどのプログラミング的思考を身に付けたいと考えています。 

（情報教育推進担当指導教諭） 

 


