
(別紙様式３）

・生徒指導体制のマニュアル化を検討し、7月までに
提示・実働する。
・児童生徒の実態に即した、窒息時に係る職員研修
及びシミュレーションを学部で１回以上実施する。

・スケジュールにそった個別の教育支援計画の実施
を通して、課題については年間を通して随時改善す
る。
・１２月までにリンクできる通知表の標記を検討す
る。

・5月に学校研究テーマを決定し、1月一杯までに一
人一実践を実施する推進を行い、年間のデータバン
クを作成する。
・校内研修会を企画運営する。

・学校公開、オープンスクールの広報、
及び年間を通したコンスタントなホーム
ページのアップロード、地域ボランティ
ア活動を通して本校の情報発信を行う。

・専任コーディネーター1名、サテライ
トコーディネーター1名、兼任コーディ
ネーター等で組織的センター的役割発揮
を実践する。

・年間３回の保護者への啓発行事を行
う。
庶務部と連携し、保護者への呼びかけ、
参加率向上を目指す。

・グループホームの利用、公共交通機関
の利用についての支援を行い、生活の場
の確保と通勤方法の確保を含め、希望の
進路達成に向けて支援する。

・3回の行事の参加率において、小中学部の保護者の
参加率を向上させ、トータル
３割以上を目指す。（現状３割弱）

・卒業後の生活についての、本人保護者の意向調査
（二年次３者面談等）をもとに、希望の進路獲得
100％を達成する。

（２）小・中・高等部が連携した
キャリア教育の推進
①児童生徒の特性や実態に応じ
た、キャリア発達を促す教育を実
践する。

②一人一人の能力や可能性を最大
限に伸ばし、卒業後の自立と社会
参加を実現する。

（３）家庭・地域・他校との連携
の深化
①交流及び共同学習や学校公開等
による、本校教育の理解と啓発を
推進する。

②地域の関係機関との連携を強化
し、特別支援教育のセンター的機
能を発揮する。

①＜生徒指導部＞
・7月までに、生徒指導マニュアル
を完成させる。
＜保健部＞
・窒息に係る教職員研修及びシミュ
レーションを行う。
②＜生活支援部＞
・個別の教育支援計画のスケジュー
ル通りに履行し改善案を検討する。
＜教務＞
・個別の指導計画の開示方法の確
立、通知表とのリンクを実施する。
③＜研究研修部＞
・一人一実践を1月一杯に完了す
る。
・外部講師を招集して、校内研修会
を充実させる。

①＜進路支援＞
・進路支援主催の各種行事への、小
中学部保護者の参加率を６割以上と
する。

②＜進路支援＞
・高等部3年生の、希望の進路先の
獲得を100％達成する。

①＜教務・庶務・特活＞
・学校公開1回、オープンスクール
２回を実施する。
・ホームページを、教職員全員が年
間２回以上アップする。
・交流及び共同学習の中でも、地域
交流のボランティア活動を各学部３
回以上行う。

②＜生活支援＞
・巡回相談、地域の研修支援、地域
自治体の教育相談援助等を複数体制
で実施する。

平成 ２９年度学校評価（　年間評価　）

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

前年度評価結果の概要

（１）個に応じた指導・支援の充実
（２）小・中・高等部が連携したキャリア教育の推進
（３）家庭・地域・他校との連携の深化

学校教育目標 中期目標

学校関係者評価

自己評価結果

次年度の改善策

・各学部で出された課題や改善点をもとにより細部に配慮
した緊急時対応ができるようにする。

分析・考察

学校名　　　　　　　　　　大分県立日出支援学校

評価

（１）安全体制を確立し、心身ともに健康な児童生徒の育成に努める。（健康・安全教育）
（２）一人一人の実態や教育的ニーズに応じ、一貫した教育に努める。（個に応じた教育）
（３）研究・研修の充実に努め、教職員の資質能力の向上を図る。（研究・研修）
（４）福祉・労働等関係機関と連携し、地域で生活できる人間を育成する。（キャリア教育）
（５）地域の学校等との交流を推進するとともに、教育的支援に努める。（開かれた学校）

○重点目標の完全実施ができた点は評価できるが、各目標の有機的なつながりを意識した組織的体制作りについて、今後の検討課題である。
○防災関係及び、学校危機に関する体制整備が進化したことが評価できるので、残された課題について、他校の例を参考にして解決する必要がある。
○巡回相談を始めとする、センター的機能の発揮は十分な成果があるが、個人の努力による面も多いため、生活支援部を中心とした組織的対応を検討する必要がある。
○進路支援における各種取組が成果を上げた。小中高の連携においては、教師間の意識変革や情報交換が一層必要である。
○学校の情報を地域に発信するための工夫が成果があった。「開かれた学校」をめざした取組は継続する必要がある。
○安心・安全な学校環境、指導体制、学校組織の改善、報告・連絡・相談の徹底については今後も継続的に取り組む必要がある。

重点目標

児童生徒一人一人の尊厳を重んじ、発達段階や特性等に応じて、持てる力を最大限に伸ばし、自ら
生きる力を備えた、心豊かで積極的に社会参加・自立をめざす人間の育成に努める。

・事例別の生徒指導対策マニュアルを検
討する。

・年間1回以上、外部講師を招聘し研修
会を開催する。

・28年度改善した「個別の教育支援計
画」をスケジュール通りに実施し、夏季
休業中に「個別の支援計画推進委員会」
を開催しスケジュールや書式の再点検を
行う。11月に提案し、周知・徹底を図
る。
・個別の指導計画と通知表とのリンクに
ついて検討する。
・学校研究主題に沿って、一人一実践を
実施し、データバンクを作成する。
・教職員の専門性の向上を図るため、外
部講師を年間2回以上招集し研修会を開
催する。

（１）個に応じた指導・支援の充
実
①安全安心な教育環境の整備・改
善のもと、健康で心豊かな生活を
営む態度を育てる。

②個別の教育支援計画・個別の指
導計画に基づいた、自己肯定感を
高める教育を実践する。

➂研究・研修を推進し、教職員一
人一人の専門性及び指導力の向上
を図る。

3

3

3

3

・作成、見直しを繰り返し行ってできた「生徒指導内規」
及び児童生徒配布用の「生活のきまり」を3月の職員会議に
提案し、来年度の4月から施行することとなった。
・各学部で出された課題や改善策を出して、まとめ検討し
た。

・児童生徒一人一人の特性をよく理解し、ニーズに応じたきめ細やかな支援ができている。
・児童生徒、保護者の選択を最大限尊重している活動内容がうかがえる。
・自己決定の尊重と意思決定の支援等が示されている。
・自己肯定感を高める教育実践に取り組まれ、こどもの可能性を十分に発揮させることができる手立て、教材
工夫に取り組まれています。
・合理的配慮の要素を取り入れ、よく努力している。
・個別の指導計画の評価が徹底されている。
・「個別の指導計画」について、内容を充実させる取組がされており、児童生徒の実態把握のための専門性向
上の研修にもよく取り組まれている。開示の次のステップの「個別の指導計画」と通知表のリンクについては
是非取り組んでほしい。取り組んだ目標に対する適正な評価を提示することは必要で、保護者には説明責任、
児童生徒には学習成果によるモチベーションや自己肯定感をあげることにつながる。
・「個別の指導計画」を通知表とリンクさせるのも計画のPDCA化がすっきりとクリアになり、効率が良くな
ると思う。
・小中学部と実際経験して、とても満足している。ただし高等部になると生徒の能力等もばらつきが多くなり
不満を持つ方もいるかもしれない。
・計画や、データベース化に追われ本来のこどもたちとの関係が薄くならないか心配。大変だと思うが計画だ
けで終わらないよう願う。
・個別の指導計画というより障がい別計画と思われる計画も一部あるよう感じた。
・児童生徒の生活年齢相当の呼称、話し方に留意してほしい。
・どの先生も専門性に基づいた日々の指導をされている。

・学校研究テーマに沿って学校全体で取り組んでいる研修体制は良い。
・先生方の忙しさが想像される取組です。思い切って統合やいったん中止などの合理化も視野に考えられた鳩
思う。

・学校生活から社会生活への移行をスムーズに出来るよう必要な支援を明らかにしている。
・一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばし、卒業後の自立と社会参加を目指した教育がうかがえる。
・肯定的な特性の捉え方、理解について共通の認識を持ち学校全体で支援、教育している。
・現場実習におけるグループホーム利用、自力通勤、通所生徒の事前学習の徹底等、卒業後の自立に向け有効
な指導である。実習中に教員が一緒に通勤、通所を行う練習をされていれば成果も上がる。
・日出支援は、いつも前向きに小中高一貫した進路支援に取り組んでいる。保護者に18歳の出口について考え
てもらうためにも小中の保護者が進路への関心が高まる取組につき今後も努力を願う。
・保護者のご都合がままならないところだが先生方のご苦労が結果に結びついている素晴らしいところでもあ
ると思う。離職者がいないということも素晴らしい。
・先のことなのでまだ興味が持てないところもあるが、学校側からは情報がよく発信されている。卒業後につ
いては漠然と不安を感じる。
・学校公開や他校との交流、地域の関係機関との連携等、特別支援教育のセンター的機能を発揮している。
・学校公開についてはわかりやすい説明・資料で良かった。義務制の参加率が上がらない理由は何なのか、良
い機会なのにもったいない。
・高等部の通学指導は社会に出たときのことを考え、安全に登校する意識を育てる指導を願う（社会環境は安
全な場所だけではないので）。
・各学部にキャリア教育についての説明はなされているか。
・ペアレントトレーニングは小学部入学後に行われているか。
・福祉・行政と各施設との良好な関係が構築されている。
・情報発信に努めている。
・学校公開等は保護者への連絡を密に。HPや行事予定だけでは参加していいのかわからない保護者もいるの
で。

・居住地校交流の充実を願います。保護者の希望もあるだろうが、小学部の時に地域の児童との交流を深めて
おいてもらいたい。
・他校との交流については他校の児童生徒が支援学校の児童生徒をどのように思っているか不安がある。きち
んと状況理解をしてもらうことが大切。
・センター的機能は発揮されているし関係機関との連携も十分行われている。
・地域の学校においても支援の必要な児童生徒が増える中、コーディネーターの先生による巡回相談の要請は
もっと増えることが確実です。地域にとって貴重な先生方の活動なので、今後ともできるだけ沢山のニーズに
応えて頂きたくお願いします。
・携わる先生方は大変ですが大切な仕事ですので頑張って頂きたい。
・学校と家庭の連携はよくできていると思う（学校の専門性に不安を抱く保護者がいるのは学校のアピール不
足ではないか）。

・給食での窒息事故を踏まえ速やかに研修会を開催し、事故が発生しないように安全対策に努めている。
・安全・安心な教育環境の整備･改善のもと、健康で心豊かな学校生活が送れるように支援している。
・窒息対応訓練は大切だが、窒息させない誤嚥防止訓練が最重要。本校は誤嚥防止・摂食指導を計画的に行っ
ているので、引き続き実施してほしい。
・安全対策としての窒息時のシュミレーションの取組は、とても大切な評価すべき点と思う。

（その他）
・卒業生支援の一環として成人式を学校でも支援して頂けないか。PTAや同窓会も主体となって取り組めると
思う。
・就学において発達障がいの生徒場合、普通学級では他の生徒とうまく付き合うことができず、特別支援学校
を望んでも障がい種により入学が出来ない現実があること。
・生徒アンケート結果の学校が好きが80％が気になる。この数字が上昇するよう願う。（年度末ｱﾝｹｰﾄ結果
88％）
・自力通学生の通学路の安全チェックを願う。
・通学路の安全確保のためスクールゾーン化を検討してほしい。

・指導力向上を目指し、学校研究とリンクして計画的に校
内授業研修会を行っていく必要がある。
・より一人一人の児童生徒の実態に応じた指導、支援のあ
り方について、指導内容、指導方法、教材教具の工夫等を
含め実践に生かせる学校研究を進めていく必要がある。
・新指導要領への移行へ向けてカリキュラム・マネジメン
トの視点から学校研究の主題及び研究内容を検証する必要
がある。

・新転入生の保護者の中には、個別の教育支援計画の
ことを本校で初めて知る方もいらっしゃるので、引き
続きPTA総会等で保護者に説明する機会を持つ必要
がある。
・支援計画に現在必要な合理的配慮を記述するように
なった。今後はさらに踏み込んで、権利の主体者とし
て合理的配慮の意思表明ができるように児童生徒を育
てていく姿勢を教職員が持てるように共通理解する必
要がある。

・指導要領改訂の内容について、職員への徹底を行う
とともに、個別の指導計画の評価の開示の仕方につい
て、職員間で共通理解できるよう、資料等の作成を行
う必要がある。・４月に学校研究主題及び研究計画を提案、10月に研究の

中間報告会を実施し、各研究グループ毎に検証授業を実
施、研究のまとめを行い総括を行っている。３月中～下旬
に本年度の研究の成果を研究集録としてまとめるよう進め
ている。
・今年度までの一人一実践を整理し、データベース化を行
うとともに、本年度の一人一実践についてもデータベース
に掲載した。
・夏季休業中に外部講師を招聘しての校内研修会を２回企
画、実施し、アンケート結果の集約を行った。校外への案
内も行い、小中高及び特別支援学校等から多くの学校関係

・学校公開、オープンスクールを実施した。ホームページ
の掲載や校区内の地域の市報町報への掲載依頼を行うこと
で、新規の事業所や地区の民生委員、校区外の生徒、保護
者なども来校し、アンケート結果も好評であった。
・学習発表会のポスター配布及び切手・カードの回収、近
隣の清掃活動を３学部とも実施することができた。また高
等部生徒は学年毎に３カ所の公民館に出向き、清掃メンテ
ナンス作業を行うことができた。

・兼任コーディネーターが巡回相談対応を行うことは、で
きなかた。しかし、校内の児童生徒にかかわる外部機関と
連携した支援会議への対応は、兼任コーディネーターを中
心に行った。
・また兼任コーディネーターは、地域からの援助要請に対
する対応も、5歳児相談会や自立支援協議会への出席等に参
加し、年間1回以上対応することができた。以上のことを踏
まえ、組織的に複数でセンター的機能の役割を果たすこと
ができた。。
・一覧表を作成し、職員室に掲示したり、ホームページ担
当者が月ごとにチェックして声かけをしながら計画どおり
アップロードされた。

・夏季休業中職員校外進路研修実施。４活動（施設見
学・施設体験、卒業生支援、職場開拓）のいずれかに
１００％の職員が参加。職場開拓では、新規７事業所
が実習受け入れ・雇用検討。
・７月～９月、高等部全保護者対象個別面談１００％
実施。進路相談や生徒の一人一課題を保護者と共有。
・１０月事業主さんとの懇談会実施。一般企業１６
社、就労移行・Ａ型７施設出席。保護者１７名の出
席。
・１２月施設長さんとの情報交換会実施。過去最多２
３施設出席。中学部保護者参加率８割以上。
・１月高等部卒用予定者全員の内定・内々定。希望進
路達成率１００％。
・２月個別移行支援会議１００％実施。保護者、本
人、進路先、相談支援専門員、ナカポツ、行政が出
席。

・スケジュールにそった個別の教育支援計画の作成と
実施を行うことができた。
・課題については、アンケートを実施し、合理的配慮
の捉え方が曖昧なことと合理的配慮の検討の仕方・記
載方法がわかりにくいことが挙げられた。
・そこで12月に支援計画作成に関して職員研修を行う
ことができた。
・研修を通じて、支援計画の位置づけ、合理的配慮の
本校としての考え方、本人・保護者の要望から合理的
配慮を検討する手順等について共通理解することがで
きた。
・個別の指導計画作成研修(夏季休業中)を実施し、作
成にかかわる教員の共通理解を行った。評価の開示に
向けた個別の指導計画と通知表のリンクについては、
前期後期制の導入とともに、評価の開示を行うPTAを
来年度年２回設定することにした。
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生徒指導主任
保健主任

生活支援主任

生活支援部主
任

教務主任

研究研修主任

研究研修主任

PL

SL
4

総合評価
次年度への展望等

○重点目標については学校関係者評価委員会においても概ね達成できている旨評価いただいた。
○安心・安全な学校環境に関する体制整備については学校防災マニュアルの整備、危機管理体制及び緊急時薬剤受け渡しネットワークの構築等十分な成果を上げることができた。次年度は実効性の担保を図りたい。
○巡回相談を始めとする、センター的機能の発揮は今年度配置のサテライトコーディネーターを含め十分な成果があげられた。今後は生活支援部を中心とした組織的対応が課題である。
○進路支援における各種取組は十分な成果を上げた。小中高の連携によるキャリア教育の推進に向け職員意識変革や情報共有が必要である。
○地域・関係機関との連携においては学校公開をはじめ取組の成果があった。情報発信ツールの学校ＨＰ更新も大幅に増えたがさらに積極的な発信が必要である。

進路支援主任

研究研修主任
庶務主任

PL

教務主任

庶務主任
特活主任

生活支援主任
コーディネー

ター

・校区内の姫島村の特別支援教育のニーズに応じて、学校
公開等の案内を村報へ掲載依頼する等、本校の情報発信を
行う必要がある。

・職場開拓については、圏域にとらわれず保護者・本
人の希望があれば開拓を進めていく。
・この地域の職場開拓は十分進んだので、今ある開拓
先事業所との連携強化に重点を置く。
・職員の施設体験は、例年小・中の職員が中心となる
傾向があるが、現場実習や進路先において担当生徒が
どのように過ごすかをイメージするために高等部職員
にも積極的に参加してもらう。
・保護者対象の研修会はさらに多くの方に参加してい
ただくように広報していくと同時に内容の検討をして
いく。
・教職員対象進路支援セミナーの中で、キャリア教育
についての理解が深まるよう、さらに内容を検討して
いく。

・学校公開6月実施
・オープンスクール11月に２日間実施し、HP、町
内報や市報を通して発信し、本校の広報、啓発活動
を充実させる。
・ホームページアップロード一人2回以上
・地域ボランティア、各学部学期1回以上

・兼任コーディネーターの巡回相談対応を学期に1回
以上実施する。
・研修依頼への対応を、兼任コーディネーターが年
間１回以上行う・。
・その他の地域・学校からの援助要請に対して、専
任コーディネータ以外の部員が、年間１回以上対応
する。


