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                                     令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

                     東京都立青峰学園校長  

 吉池 久  

 

令和５年度 東京都立青峰学園 学校経営計画 

  

青峰学園は、青梅市・奥多摩町を通学区域とする肢体不自由教育部門小学部・中学部・高等部普通科と、

東京都全域から出願を受け付ける知的障害教育部門高等部就業技術科の２教育部門を併置する特別支援学校

であり、開校１５年目を迎える。 

本校の校訓は「切磋琢磨」である。本校教職員は、校訓に込められた建学の精神について、児童・生徒、

保護者に共通理解を図り、互いに励ましあって、互いに磨きあい、専門性の向上に努め、各教育部門の教育

内容・方法の充実を推進し、一人一人の児童・生徒の能力を最大限伸長させ、「生きる力」を育む教育に責任

を持って全力で取り組んでいく。 

そして、学習指導要領の改訂を受け、これまでに築いてきた教育内容を基盤に、指導内容、教育活動の見

直しを進め、児童・生徒一人一人の発達段階や障害特性に応じた個別指導計画を作成し、きめ細かな指

導を行い、主体的・対話的で深い学びの中で、自立と社会参加に向けての知識、技能、態度を養い自ら

行動しようとする力の育成を図る。そのため教職員は、常に人権感覚を磨き、専門性に裏付けされた系

統的で特色ある教育活動を展開するとともに、体罰の根絶、いじめ防止、個人情報セキュリティ保護など

危機管理の徹底と迅速な対応を図る。 

学校の教育活動を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染症予防に関する指導

と感染症予防対策を継続しながら、肢体不自由教育部門と知的障害教育部門の交流及び共同学習を再構築

し、段階的に共に学ぶ場を広げ、地域連携、地域貢献を図る。また、インクルーシブ教育システムの構築

を推進し、地域における特別支援教育のセンター的機能を発揮して、近隣の保育所、幼稚園、小学校、中

学校、都立高等学校等への支援や関係諸機関との連携強化を図り、都民の信頼と期待に応え、地域に親し

まれる学校づくりを推進する。 

開校１５年目を向かえた本校は、学校経営や指導においてこれまでに様々な事業に取り組み、児童・生徒

の喫緊の課題に応じた研究に積極的に取り組んできた。人事異動の視点から見ると、令和２年度から３年間

で、異動や退職により本校教員の半数以上が入れ替わっていることもあり、本校の建学の精神に基づいた、

これまでの教育実践を再認識し、東京都における特別支援教育をめぐる環境の変化や教育課題の多様化に現

状に応じて再構築し、継承、発展する必要があると考えられた。そのため、特に重要であると考えている点

を「Ⅲ 中期的経営目標「青峰Ｖision2023」と方策」において示すこととする。 

Ⅰ 目指す学校  

１ 主体的に社会参加し、質の高い生活を送る力を養う学校 

２ 肢体不自由教育部門と知的障害教育部門併置校の強みをいかす学校 

３ 特別支援教育の専門性の向上を追求する学校 

 

Ⅱ 教育目標 

■ 学校教育目標 

健康や体力、確かな学力、豊かな人間性など生きる力を養い、地域社会の一員として自立し、主体的

に社会参加するとともに、生涯にわたって心豊かに生きていく人間を育成する。 

  １ 健康で、豊かな心と丈夫な体を養う。 

  ２ 自ら学び、自ら考え、積極的に行動しようとする意欲や態度を育てる。 

  ３ 障害に基づく種々の困難を克服し、自立と社会参加に必要な知識・技能・態度を養う。 

  ４ 豊かな情操を育み、社会性や規範意識を育てる。 

５ 社会の一員としての自覚を育て、進んで自立・社会参加する意欲や態度を養う。 
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■ 肢体不自由教育部門 教育目標 

児童・生徒一人一人の人権を尊重し、障害による学習上または生活上の困難等に応じた専門的な教育

を外部専門家等とともに行う。健康・安全・安心な学校で、児童・生徒一人一人の個性を伸長し、確か

な学力、健康や体力、そして豊かな人間性など生きる力を養い、地域社会の一員として自立し、主体的

に社会参加するとともに、生涯にわたって心豊かに生きていく人材を育成する。 

 

■ 知的障害教育部門 教育目標 

 生徒一人一人の人権を尊重し、将来の職業的自立を目指した教育を推進し、企業就労に必要な基本的

な資質・能力を養うことにより、知的障害が軽い生徒の自己実現および自立と社会参加を促進し、「社

会に貢献できる人材」を育成する。そして、「生徒全員の企業就労」の実現を目指す。 

 

上記の本校教育目標の達成を目指し、東京都特別支援教育推進計画の趣旨に沿いながら、児童・生徒

が、自己の価値についての意識を十分に高められるようにすることを基盤として、自己効力感と自己肯

定感を育む人権教育をすべての教育活動の根底に据え、児童・生徒のキャリア発達を通して人間的な成

長の支援を行い、個々の多様性が尊重される共生社会の実現に貢献する学校づくりに努める。 

 

Ⅲ 中期的経営目標「青峰Ｖision2023」と方策 

 １「青峰Ｖision2023」の策定 

目指す学校を実現するために、令和５年度に達成すべき中期的経営目標「青峰Ｖision2023」を

定める。 

 

「青峰Ｖision2023－①」【建学の精神に基づく実践の再認識と再構築】 

「青峰Ｖision2023－②」【新学習指導要領に基づいた教育実践の充実】 

「青峰Ｖision2023－③」【両教育部門の「一体化」】 

「青峰Ｖision2023－④」【質の高い生活の研究推進及び教育内容への反映】 

  

２「青峰Ｖision2023」の達成に向けた方策 

（１）「青峰Ｖision2023－①」【建学の精神に基づく実践の再認識と再構築】 

  建学の精神に基づくこれまでの実践を再認識し、現状に応じて「東京型教育モデル」を踏まえて

再構築し、児童・生徒、保護者、教職員の共通理解とその浸透を図る。指導資料集「１５年目の青

峰の実践」としてまとめ、継承と発展を図る。 

指導資料集「１５年目の青峰の実践」の編纂 

    ➡期限：案の提出：令和５年８月末 完成：令和５年１２月 ➡担当：企画調整会議 

 

（２）「青峰Ｖision2023－②」新学習指導要領に基づいた教育実践の充実 

  新学習指導要領に基づき、「主体的な学び」「指導と評価の一体化」「個別指導計画への反映」を

示した「シラバス」を作成し、教育実践の充実を図る。 

 新学習指導要領に基づき、「自立活動の実践事例」をまとめ、新規採用者や転任者の教育実践の

充実を図る。 

 新規採用者や転任者が、就業技術科の授業展開を把握し実践できるよう、本校で平成２８年度に

編纂された「授業の型」を改訂し活用する。 

① 新学習指導要領に基づいた「シラバス」の作成 

➡期限：案：令和５年８月末 完成周知完了：１１月末 ➡担当：企画調整会議、教務部 

 ② 新学習指導要領に基づいた「自立活動の実践事例」の作成 

➡期限：令和５年１２月末 ➡担当：企画調整会議、研修研究部 

③「授業の型」の改訂 

   ➡期限：案：令和５年８月末 完成：令和５年１１月末 ➡担当：企画調整会議、教務部 
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（３）「青峰Ｖision2023－③」両教育部門の「一体化」 

感染症防止を図りながら、肢体不自由部門と知的障害部門交流及び共同学習を再構築し、地域連

携、地域貢献を図る。 

進路指導では、肢体不自由部門と知的障害部門の教員が協力し進路開拓を行い、生徒の長所や特

性に合わせた進路先を確保する。 

① 感染症防止を図りながら、肢体不自由部門と知的障害部門交流及び共同学習を再構築 

➡期限：令和５年５月から随時   ➡担当：企画調整会議、教務部 

② 肢体不自由部門と知的障害部門の教員が協力した進路指導部の業務展開 

➡期限：令和５年５月末   ➡担当：企画調整会議、進路指導部 

 

（４）「青峰Ｖision2023－④」質の高い生活の研究推進及び教育内容への反映 

  児童・生徒の質の高い生活、豊かな生活について研究し、在学中・卒業後の生徒の実態把握か

ら、仮説に基づく計画立案、実施、評価、改善のサイクルを確立する。（２年計画） 

➡期限：基礎研究：令和５年８月末 実態把握：令和５年１２月末 ➡担当：研修研究部 

 

Ⅳ 令和５年度の重点目標と方策 

１ 教育活動の充実 
（１）児童・生徒の生涯を見通した教育活動の計画・実践の充実 

①個別指導計画を活用し、質の高いきめ細かな指導を推進する。 

②個別の教育支援計画（学校生活支援シート）を活用し、円滑な引継ぎを実施する。 

（２）児童・生徒の主体的な学習活動（アクティブ・ラーニング）の充実 

各教科や校外活動等で、主体的な学習や、体験的活動を実施し、児童・生徒が課題解決を図る機会

を設定する。 

（３）両部門が「一体」となった自立と社会参加に向けたキャリア教育の推進と生涯学習の充実 

①社会情勢に応じ、卒業後の社会生活を見通した指導の充実を図る。学校開放事業、ボランティア

講座、障害者本人講座を開催する。 

②進路指導に関する指導内容や、就労に関する情報について、両部門間での共有化を推進する。 

③合理的配慮と障害特性に基づき、学習環境整備の充実を図る。 

（４）将来の社会参加に向けた障害特性に応じた芸術活動や部活動の推進と卒業後の生活が豊かにな

る学習活動の充実 

①パソコン検定・電卓検定・漢字検定・英語検定等各種検定・資格取得を推奨する。 

②児童・生徒の自己肯定感・自己有用感を育むため、検定合格者や資格取得者、成績優秀者、学校

行事等に取り組んだ意欲などに対し、表彰の機会を設ける。 

③コース（職業に関する教科）の学習を通した両部門の交流と就業技術科生徒間でのＯＪＴを実施

する。 

④部活動での練習試合、全国大会への参加、青峰フェスタ等学校行事を通して、生涯学習に向けた

指導を実践する。 

（５）SDGsに向けた環境教育の推進 

   SDGsに向けた環境教育として、節電やリサイクル等に重点をおいた教育活動を展開する。 

 

２ 教職員の専門性の向上 

（１）教科指導等の充実による分かりやすい授業の実施 

①新学習指導要領の実施による教科指導を重視した授業改善を図る。 

②あらゆる学習の機会に自主的に挑戦しようとする意欲・態度を育む。 

③他者との関わりや体験的活動を充実させ、豊かな感性、自己を表現する力を育む。 

④成年年齢引き下げに伴う義務と責任について、主権者教育や消費者教育を推進する。 

（２）教職員のデジタル技術の活用力向上と先進的な ICT教育の推進 

①「東京都教育ビジョン（第４次）」（令和元年６月策定）及び「未来の東京」戦略（令和３年３月

策定）に基づき、教職員のデジタル技術の活用力の向上を図る。 

②GIGAスクール・スマートスクール資源を活用したオンライン指導を充実させる。 



 - 4 - 

③ICT機器やタブレット端末、Microsoft Teams等を活用し、分かりやすい授業を実践する。 

（３）専門的な職業教育の推進と進路指導の充実 

①職業に関する教科、就業体験、進路面談等を通して、生徒一人一人の希望や適性に沿った職業教

育を推進する。 

   ②挨拶は立礼を基本とし、「語先後礼」を奨励する。 

 ③身だしなみ・時間厳守（５分前行動）を習慣付け、「５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・習慣化）

活動」と「日常の五心（素直・反省・謙虚・奉仕・感謝の心）」を徹底する。 
（４）学校行事等特別活動の充実  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の影響により、学校行事が延期または中止となった

場合、工夫等することにより学校行事等の充実を維持する。 

（５）普通救命講習の実施と優良事業所認定の取得 

 ①令和５年度新転任者への普通救命講習を実施する。 

 ②普通救命講習修了者・上級救命講習修了者・応急手当普及員講習修了者が全教員の 30％以上の

割合を占めることを目指す。 

 

３ 安全・安心な学校づくり 

（１）人権感覚と心の健康保持 

①いじめの早期発見・未然防止、体罰の根絶活動を実施するとともに、人権尊重と社会貢献の精神

を育成する取組を実施し、児童・生徒に寄り添った学習指導・生活指導を実施する。 

②自分の大切さとともに仲間を大切に思う気持ちを育み、互いに認め合う態度を育てる。 

③個人情報セキュリティの遵守等学校危機管理意識の徹底を図る。 

④教職員のビジネスマナー、接遇の意識を高め、丁寧な対応と分かりやすい説明を推進する 

⑤「TOKYO ACTIVE PLAN for students」（令和３年３月策定）：総合的な子供の基礎体力向上方策

（第４次推進計画）に基づき、 児童・ 生徒の体力向上に努める。 

⑥「SOSの出し方」に関わる教育を推進し、命の大切さを実感できる教育に取り組む。また、様々

な困難・ストレス等の対処法を身に付けるための教育に取り組み、児童・生徒の心の健康の保持

に努める。 

（２）安心して学べる教育環境の確保 

①警察署や消防署等の関係機関と連携し、組織的なリスクマネジメントを実施する。 

②教職員自身が児童・生徒のロールモデルとなり、「５Ｓ意識」を向上させる。 

（３）新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底 

①密閉・密集・密接の排除、感染症予防指導を徹底し、安全・安心な学校づくりを推進する。 

（４）安全・安心な給食の提供と医療的ケアの実施 

①給食委託業者と連携し、アレルギー対応食、安心な食形態を提供する。 

②外部専門家と連携し、児童・生徒の摂食指導及び機能の維持向上に努める。 

③医療的ケアの実施において、指導医や各関係機関との連携を図る 

 

４ 地域・学校・関係諸機関等と連携・支援 

（１）様々な分野の専門家（市民講師や外部専門家）との連携による指導の充実と児童・生徒の健康の

保持増進 

   ①外部専門家（市民講師）による職業に関する教科の指導の充実を図る。【就業技術科】 

②外部専門家・関係諸機関等と連携した児童・生徒の実態把握に基づく障害の状態や発達段階に応

じた支援等の充実を図る。 

③児童・生徒一人一人の学校生活、卒業後の生活の充実のため、心理相談や療育相談、スクールカ

ウンセラー制度等を活用する。 

（２）関係諸機関との連携による家庭支援、就労支援、定着支援（卒業後のアフターケア）の実施 

①家庭、地域、関係機関と連携して、組織的、系統的なキャリア教育を進め、卒業後の社会自立・

職業自立を図る職業教育と進路指導の充実を図る。 

②東京都教育委員会、青梅公共職業安定所や地域の企業等との連携を強め、インターンシップや現

場実習先、就職先の開拓を図る。 

（３）就学相談･入学相談･入学者選考における相談活動･広報活動の充実 
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①小・中学校支援と広報活動の充実を図る。 

②入学相談活動と学校説明会の充実を図る。 

（４）特別支援教育のセンター校としての地域連携と特別支援教育の支援の充実 

①特別支援教育コーディネーターや進路指導部、相談支援部を中心とし、センター的機能及び近隣

小・中・高等学校との連携強化を図る。 

②地域との特別支援教育の理解啓発・連携のため、進路指導等連絡協議会へ参加する。 

③「副籍ガイドブック」に基づいた交流及び共同学習を実施する。 

④都立学校発達障害教育推進エリアネットワークの拠点校として、都立武蔵村山高校、多摩高校、

青梅総合高校、瑞穂農芸高校と連携する 

 

５ 東京 2020レガシーの取組 

（１）「ボランティアマインド」の醸成と地域貢献活動の地域への発信 

 ①地域と連携した活動を通して地域への愛着を深める。 

 ②地域と連携した活動を通して地域に貢献している意識を育み、活動することで誇りとやりがい

の気持ちを深める。 

（２）「豊かな国際感覚」と「日本人としての自覚と誇り」の育成 

日本の伝統・文化への理解を深め、郷土や国に対する誇りを育むとともに、外国人に対するおも

てなしの心を育てる。 

 

６ 学校組織の改善と経営企画室との連携 

（１）教職員の働き方改革による学校経営の推進と業務の効率化 

①「学校における働き方改革推進プラン」に基づき、業務の効率化を図る。働き方の多様性に対応

した各種会議等におけるオンライン活用の推進を図る。教職員一人一人のライフ・ワーク・バラ

ンスを推進する。 

②応答メッセージによる電話対応を引き続き実施する。 

③毎週定時退庁日を設定し、夏季休業中に学校閉庁日を設定する。 

④担任・副担任の連携、学年・部門・学科会、分掌会等での情報共有を図り、日々のＯＪＴ等を通

して学級経営における組織化の向上を図る。 

⑤産業医と連携を図り職場環境改善、職員の健康管理・メンタルヘルス対策を推進する。 

⑥男性教職員をはじめ、教職員の育児休業取得を奨励する。 

（２）年間計画に基づいた予算執行と定期的な執行状況の確認 

①経営企画室と教員の校内情報の共有化を図り、適正で効果的な学校組織・運営を実施する。 

②教職員が、適正に学校自律経営推進予算等を編成・執行する。 

 

Ⅴ 令和５年度の重点目標（具体的取組）と数値目標   

１ 教育活動の充実 （１）児童・生徒の生涯を見通した教育活動の計画・実践の充実 

個別指導計画を活用した質の高いきめ細かな

指導 

 

個別面談 年間２回以上 

（２）児童・生徒の主体的な学習活動（アクティブ・ラーニング）の充実 

児童・生徒が課題解決を図る、主体的な学習活

動、体験的学習、校外学習等の充実 

15回以上 

（３）両部門が「一体」となった自立と社会参加に向けたキャリア教育の推進

と生涯学習の充実 

①肢体不自由教育部門高等部生の現場実習 

②就業技術科高等部３年生の現場実習 

③公開講座、本人講座・同窓会の実施 

５回以上 

100回以上 

５回以上 

（４）将来の社会参加に向けた障害特性に応じた芸術活動や部活動の推進と卒

業後の生活が豊かになる学習活動の充実 

パソコン検定・電卓検定・漢字検定・英語検定

等各種資格取得・合格者数（延べ） 

 

150名以上 
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（５）SDGs に向けた環境教育の推進 

節電やリサイクル等に重点をおいた授業 各学年１回以上 

２ 教職員の専門性

の向上 

（１）教科指導等の充実による分かりやすい授業の実施 

①全教員による研究授業の実施と授業参観 

 

 

 

 

 ②所属部門と異なる部門での一日研修 

 

 

 

 ③都教委訪問を活用した研究授業の実施 

④学校評価アンケート：授業満足度 (生徒) 

全教員１回以上の実施 

初任者・２年次・３年次研

修受講者及び中堅教員研

修受講者は３回以上実施 

全教員３回以上の参観 

１人１年間で１回以上 

初任者・２年次・３年次

研修受講者は年間で３回

以上 

４回以上 

80％以上 

 

（２）教職員のデジタル技術の活用力向上と先進的な ICT教育の推進 

GIGAスクール・スマートスクール資源を活用し

たオンライン指導、タブレット端末や Microsoft 

Teams等を活用した授業の実践 

（肢体）   毎日実施 

（就技） 

各授業年間２回以上        

（３）専門的な職業教育の推進と進路指導の充実 

生活指導検定の実施 各学年合格率 80％以上 

（４）学校行事等特別活動の充実 

部活動による対外練習試合の実施、全国大会等

への参加 

 

20回以上 

（５）普通救命講習の実施と優良事業所認定の取得 

教員の救命講習受講者率 年度内 30％以上 

３ 安全・安心な学

校づくり 

（１）人権感覚と心の健康保持 

①学校施設及び設備の安全点検を実施 

②教職員の机上及び職員室内の整理日の設定と

クリーンデスクの実施 

学校営業日は毎日実施 

 

毎週金曜日実施 

（２）安心して学べる教育環境の確保 

①自転車交通安全教室の実施 

②ＳＮＳ家庭ルールの作成協力 

③いじめ・体罰防止、情報セキュリティ等服務事

故防止研修の実施 

２回 

70％以上 

 

３回以上 

（３）新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底 

新型コロナウイルス感染症予防対策 都・国の基準に沿い、

適宜改善 

毎週金曜日実施 

（４）安全・安心な給食の提供と医療的ケアの実施 

①給食委託業者との打ち合わせ 

②アレルギー対応研修、医療的ケア研修、摂食指

導研修 

月１回以上 

 

10回以上 

４ 地域・学校・関係

諸機関等と連携・

支援 

（１）様々な分野の専門家（市民講師や外部専門家）との連携による指導の充

実と児童・生徒の健康の保持増進 

心理相談・療育相談、スクールカウンセリング

の実施 

計 100回以上 

 

（２）関係諸機関との連携による家庭支援、就労支援、定着支援（卒業後のア

フターケア）の実施 

①学校評価アンケート：「のんびりカフェ」・パン・ 70％以上 
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花卉等販売の地域認知率 

②インターンシップ・現場実習実施事業所 

③高等部卒業後の進路先決定 

 

150社以上確保 

100％ 

（３）就学相談･入学相談･入学者選考における相談活動･広報活動の充実 

①学科説明会の充実 

 

②ホームページ、ツイッターの更新 

③ツイッター・フォロワー 

④上級学校訪問・小中学校への出前授業及び教員

等研修 

説明会参加者 600名以上 

応募倍率 1.3以上   

毎週 1回更新 

  750フォロワー以上 

   

       10回以上 

（４）特別支援教育センター校としての地域連携と特別支援教育の支援の充実 

①小中学校等コーディネーター等との情報交換

会の実施 

②小中学校教員向け研修 

③高等学校への支援 

 

５回以上 

       ５回以上 

５回以上 

５ 東京 2020レガシ

ーの取組 

（１）「ボランティアマインド」の醸成と地域貢献活動の地域への発信 

①エコロジーサービスコースによる花卉等の販

売等 

②食品コース・福祉コースによるカフェの営業 

③福祉コースによる高齢者施設訪問等 

④ロジスティクスコースの外部の注文・納品業務 

 

20回以上 

90回以上 

５回以上 

20件以上 

（２）「豊かな国際感覚」と「日本人としての自覚と誇り」の育成 

日本の伝統・文化に関する教育活動 100コマ以上 

６ 学校組織の改善

と経営企画室との

連携 

（１）教職員の働き方改革による学校経営の推進と業務の効率化 

①各種会議等におけるオンラインの活用 

②定時退庁日の設置 

③応答メッセージによる電話対応の実施 

④学校閉庁日を長期休業中に設定 

⑤起案の電子化 

各部署５回以上 

毎週水曜日 

令和５年４月より 

夏季休業中に５日 

90％以上 

（２）年間計画に基づいた予算執行と定期的な執行状況の確認 

年度末の予算執行率  90％以上 

 

 

 


