(別紙様式３）

平成 ２９年度学校評価（ 年間評価 ）
学校名

前年度評価結果の概要

重点目標１ ○ PATHの技法を取り入れた支援ミーティングは対象の児童生徒に実施できている。また、ミーティングを実施して明らかになった指導内容に
ついて、個別の指導計画に位置づける手順についても確立できた。

● 今後は、個別の指導計画に位置づけた指導内容が、一人一人のキャリア発達に直結する最近接領域となり、卒業後を見据えて「自分らしく生き抜く
力」となるような取り組みが求められる。

重点目標２ ○ 授業力自己診断シートを活用して自己の指導力を振り返り、授業づくりミーティングにより個々の課題を改善するとともに、教材・教具につい
ても工夫改善が成され、教育の質の向上につなげることができた。

● 教員一人一人が課題意識を持って授業改善に臨んでいるが、児童生徒の発達段階を踏まえた上で、一人一人のニーズに合った指導ができる力量
をさらに高めるための「学び合い」「高め合う」教員組織の構築が必要である。

重点目標３ ○ 県西部の特別支援教育の充実と災害時を想定して取り組んだ防災対策については、災害時の一斉メールの整備や防災マップの完成等一
定の成果を上げることができた。

● 今後は特別支援学級への支援の強化と災害時を想定した自治会との連携など、さらに安心安全な環境の整備が求められる。

学校教育目標

中期目標

児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や支援を行い、
その可能性を最大限に高め、心豊かでたくましく、みんなとともに自分らしく生きる力を養
い、自立と社会参加を目指す人間を育成する。

重点目標

達成(成果)指標

①児童・生徒一人ひとりの目標「今、
取り組むべき課題」についての取り
組みを保護者等との面談を通して確
（１）キャリア発達を踏まえ、卒業 認・見直し・修正をしていくことで個別
の指導計画の充実を図る。（学期1
後を見据えた「自分らしく生き抜く 回）

重点目標

①卒業後の姿を見据えた、小学部・中学部・高等部での一貫教育の徹底･推進
②障がいの重複化･多様化に的確に対応するため、個々の専門性の向上と組織力の強化
③県西部地域におけるセンター的機能の強化と、家庭･地域との協育･協働の推進及び安心･安全な学校作り

取組指標

重点的取組

・該当学年の児童生徒に支援者ミーティ
ング（ＰＡＴＨの技法を用いた面談）を継
続的に実施し、今、取り組むべき課題を
共通理解する。

・対象学年（小１、小４、中１、高１、転入生）で実施する支援者ミー
ティング（ＰＡＴＨの技法を用いた面談）を完全実施。
・ＰＡＴＨの技法を用いた面談実施の方法や見直しなども含めた研修
会を実施し、ＰＡＴＨの技法を用いた面談の定着を図る。(年間2回)

・「自分らしく生き抜く力（卒業後を意識し
て設定した目標）」を児童生徒、保護者と
共有することで、個別の指導計画の充実
を図る。

･支援者ミーティングや家庭訪問、学期ごとの保護者面談等により、
「今、取り組むべき課題」を相互で確認し、ミーティングシートや個別
の指導計画へ反映させる。（反映した部分をマーカーで示す）(各学
期に１回)

ＰＬ
ＳＬ

評価

ＰＬ：教務
3

ＳＬ：研究

②高等部３年生の希望進路達成率
を１００％にする。

・「就労支援チェックリスト」を活用し、児 ・高等部全生徒の就労支援チェックリストによる一人一人の最近接
童生徒一人一人の「自分らしく生き抜く 領域の課題を明確にする。(8月末)
・新規開拓事業所20社、卒業生の就労先訪問10社、開拓したが実
力」(卒業後を意識して設定した目標)を 習が行えていない会社訪問10社をめざす。
獲得するための教育を提供する。（高等 ・保護者に向けて「進路だより」を年間5回以上発行する。保護者対
部）
象の進路学習会を学期に1回実施する

①「自分らしく生き抜く力」に関連す
・各学部で国語科の最近接領域チェックリストを作成し、学部間で調
る国語科の指導項目について各学 ・国語科の最近接領域チェック表を作成 整して一貫性をもたせる。作成したチェックリストを用いた授業実践
部で検討し、学部間で調整すること し、それをもとに授業実践を行う。
を通して、授業改善を行う。
により一貫性のある指導段階が明確
なチェック表を作成（9月末）し、授業
実践を行う（各学部1回）。
・授業力向上のため、特別支援学校教 ・年２回「教材・教具展」を行い、子どもの課題に応じて作成した教材
（２）学び合い、高め合う教員組織
教具を相互に紹介する。教材については、データベース化し、随時
②一人一教材･教具の工夫改善の 員としての専門性の向上を図るととも
の構築と授業改善
職員が活用したり、学校公開時に来校者が閲覧したりできるように
取り組みによる授業改善。（100％） に、教材教具の工夫改善を行う。
する。

3

・チェックリストにより把握できた最近接領域の課題について、それを保
護者と共有し、生徒の実態を客観的に捉える方法に活用するなど、より
効果的な取り組みになるよう検討したい。
・事業所が少ない地域ではあるが、就労支援アドバイザーに情報収集を
依頼するなどして、協力しながら新規職場開拓を進めていきたい。
・引き続き「進路だよりの発行」と「保護者対象進路学習会」を行うととも
に、進路指導に関する掲示版を充実させ、より目に見える形での進路情
報を保護者に提供していきたい。

3

・小中学部は、新学習指導要領の国語科の内容を段階表にしたものを作成した。高等部
は、現行指導要領を基に段階表に具体的な指導場面等を書き加えたものを作成した。作
成後は、学部を超えた小人数グループで学部による表記の違い修正等、内容調整作業を
行った。
・各学部毎に、実態把握に作成した段階表を活用した日常授業実践を行い、授業改善に
生かすことができた。

・作成した段階表によりチェックし、児童生徒の実態把握に役立てる。結
果を継続して残すことで、チェックした時点での実態把握及び、年度毎の ・目標を設定し、具体的な取り組
学びの履歴の把握を行い、授業における適切な目標設定及び授業改善 みを行い、反省し、次のステップに
に生かす。
向けた構えを持ち続けてほしい。

3

･６月と冬季休業中、計２回の「教材・教具展」を行った。第一回目の６月は、学校公開時に
行い、外部参観者にも公開をした。教材については、全てデータベース化を行い、印刷し
たものを冊子にもしている。第二回目については、職員間で出展された教材・教具を相互
に評価しあい、表彰式を行うことで、評価の高かったものを職員により詳しく紹介した。

・作成したデータベースを、職員が利用しやすくするために、印刷した冊
子の保管場所やサーバ上のデータの場所を、周知する。
支援学校は丁寧な指導を行って
・作成した教材のうち、他の学年・学部の授業でも共用できるそうなもの いる。
について、共有し活用していく工夫が必要である。

③各学期に授業参観週間を設け、
・めあて等の資料をわかりやすく作成する。
改善された授業を
・各学期に授業参観週間を設定し、参観 ・授業参観週間の案内を保護者や関係機関へ早めに行い、１００人
保護者等に公開する （参観者の満 していただいた保護者等にアンケートを の参観者（延べ人数）をめざす。
足度100％）
記入してもらい、授業改善に役立てる。 ・参観者がアンケートを記入しやすいように書式等を工夫し、参観者

3

保護者や関係機関への案内を早めに行うなど、授業参観週間の周知を図った。あわせ
て、学部毎に授業の内容や場所などを掲載した授業冊子も配布した。参観者数は延べ１４
６名で、満足度は、２，３学期ともに９５%以上であった。引き続き保護者、関係機関への周
知に取り組むとともに授業改善に取り組んでいきたい。

今後も多くの保護者や関係機関の方々に参観していただけるよう、早
めの案内を心掛けていくとともに、学校ホームページの活用も検討した
い。アンケート回収率の向上については、多くの方に回答していただける 引き続き継続した取り組みをお願
ようなアンケートの形態や内容の工夫が必要である。また、アンケート内 いしたい。
容を本校教職員に回覧するなど、指導の改善に活かせるよう取り組みた
い。

の満足度１００％をめざす。

・ホームページや掲示板等を活用して積
極的な情報発信を行う。
・地域の人材等を活用した教育活動を行
う。
①月１回以上の情報発信及び情報
共有と地域のリ ソースを活用した授
業実践（各学部1回以上）
②県西部〈日田･玖珠･九重〉地区の
（３）保護者･地域・関連機関とのさ 特別支援教育センター的役割の継
承（2名育成）

らなる連携強化と安心・安全な学
校づくり
③関係市町や地域の自治組織と連

・複数名での巡回相談や巡回相談後の
考察を実施し、巡回相談員としての技量
を高めることでセンター的役割を担保す
る。
・県西部地域の小中学校特別支援学級
の特別支援教育の整備充実を図る。

・ＨＰ担当（教務、各学部）を中心に、学校行事、学部行事、学校間交
流や地域交流などのＨＰ公開を各学部月1回以上更新を行う。
・総合的な学習の時間、作業学習、平和学習等の行事や学習で地
域の方々にゲストティーチャーを依頼する。（各学部1回以上）

3

・情報担当が中心となり、学校行事や校外学習等の内容を中心に、学校ＨＰを通して情報
発信ができた。各学部、月１回以上の更新を行い、年間８１件の記事を公開することがで
きた。
・地域の人材を活用した教育活動では、「劇団ぶーふーうーによる読み聞かせ（小学部）」
「ALTと英語に触れよう（中学部）」「日田室内楽協会による生演奏鑑賞（高等部）」、高等部
もちつきや、西有田まつりでの地域テントでの販売学習など各学部ごとに学習を行い、地
域の方との教育活動を積極的に行った。

・ホームページの作成から更新までの流れが校内で定着してきた。今後
も本校の取り組みを公開していくことで地域や関係機関等に向けた情報
地域理解と就職後のケアを含み、
発信をしていきたい。
引き続き継続した取り組みが大切
・地域との連携を強化し今後も地域の方との学習を広げていきたい。特
である。
に、西有田まつりでは、高等部生徒を中心に地域との交流をさらに深め
ていく工夫に取り組みたい。

・複数名での巡回相談や巡回相談後の考察を実施し、センター的役
割を継承していく。（複数名での巡回相談及び考察を年間５０回以上
行う。）
・小中学校の特別支援学級の教育を充実するため、基礎的環境整
備や個別の指導計画、教育支援計画等の整備を行う。

3

・3学期の巡回相談は保育園、こども園３件、小学校１９件、中学校８件の計３０件実施する
ことができた。今年度は１００件の巡回相談を行い、複数名での巡回相談を７５回実施し
た。事前事後の考察は、その都度、気付いたことなどの話し合いを行い１５０回以上実施
することができている。今年度から始まった専門家チーム委員の派遣は延べ１０回、１７件
の巡回相談を実施した。
・小中学校特別支援教育充実事業に係る派遣は、対象となる各学校に50回程実施。特別
支援学級担任と一緒に、教育課程の見直し、授業改善、授業研等に取り組んだ。

3

・地域防災対策委員会を年２回実施した。地域の現状や問題点、本校ができる役割につ
いてなど話し合うことができたことで、防災意識の共有化ができた。また、日田市も福祉避
難所の在り方について真摯に向き合っている会議にも参加でき、地域内で防災に関する
情報共有を行った。
・昨年の７月５日の災害の反省の上に立ち、本部の初動指示に沿って全職員が実動する
職員研修を実施することができた。課題や業務内容を追加し、来年度も予想される大雨災
害等へ迅速な対応ができる準備に取りかかる方針である。
・寄付等により備蓄品の充実、全生徒の備蓄食の保管、学期ごとの更新ができた。備蓄品
等が使いやすくなるように保管場所の整理を行う予定である。
・学校医からの指導・助言を頂き、インフルエンザや感染性腸炎などの感染症拡大を防ぐ
ことができた。服薬の個別データは年度当初に提出してもらい、服薬が変わった時はその
都度処方箋を提出してもらったが、徹底できていない部分があった。７月の水害後は家庭
での服薬についても確認することができた。

ＳＬ：小中高

ＰＬ：進路
ＳＬ：教務・研
究

ＰＬ：教務
ＳＬ：小中高

ＰＬ：ラポール
ＳＬ：小中高

携した災害対策と校内の防災対応
の再点検と整備（災害時における本
・地域へ防災意識の情報発信を行い、話し合いの場を増やしていく。
部の動態、指示計画などのマニュア ・地域へ情報発信を行い、防災意識の共 （学期1回）
ルの完成 3月）
通理解を行う。
・備蓄食の搬入時の注意点をまとめたり、備蓄品のリストをつくった
ＰＬ：生徒指導
・2年次の備蓄食計画を実施する。
りして、備蓄品の準備を進める。（学期1回）
・災害時における本部の動態、指示計画 ・本部の動き、本部の指示伝達方法などをまとめたマニュアルを作
成する。（3月）
を立てる
ＳＬ：保健
・保健医療その他機関との連携づくりを ・児童生徒の健康状態を把握し、感染症予防のための環境を作るた
め、かかりつけ医や使用している医薬品を含めた個別データの確認
進める。
を行い変更後、その都度最新のもにしていく。（学期1回）

3

・対象学年を対象にした支援者ミーティングは、災害のため実施できなかった１名を除いて
実施することができた。また、支援者ミーティングからの課題の取り組み状況を年度末ＰＴ
高校進学、一般就労、就労移行な
Ａ（保護者面談）で説明し進捗状況と次年度の方向性について示し共通理解をすることが ・支援者ミーティングの必要性について継続した取り組みを図りたい。ま ど様々な進路先が決まっている
できた。
た、ＰＴＡ時、保護者と情報共有するための時間の確保の確保を行う必 が、進路先として 高校があるよう
・保護者と「今取り組むべき課題」を明確にするためPATHの技法を用いた面談技法を本校 要がある。
に支援学校も進路に夢があっても
職員に定着させるための研修会を２回（４月、５月）行ったことで定着が図られ、保護者か
良い。生徒が夢を持つことができ
ら支援者ミーティングの必要性が聞かれた。
ると良い。

・高等部職員で協力し、進路達成等の最近接領域の課題を把握するため、職業生活科生
徒を対象にした「就労チェックリスト」、生活教養科生徒を対象にした「生活チェックリスト」
を作成できた。また、チェックの作業を通して最近接領域の課題を把握し、課題達成のた
めの手立てについても考察できた。
・就労支援アドバイザーや全教職員による職場訪問により、１８件の事業所を実習受け入
れ先として新規に開拓できた。また、卒業生就労先事業所を１６件、再訪問事業所を２２件
訪問できた。
・進路だよりを５回発行（３学期末に１回発行予定）、保護者対象進路学習会を２回開催し
「進路実現に向けた日々の学習の取り組み」や「卒業後に必要となる力」、「障害基礎年金
の概要と手続き」などの情報を発信することができた。

ＰＬ：進路

ＰＬ：研究
ＳＬ：小中高

学校関係者評価

3

3

ＰＬ：研究
ＳＬ：教務・
小中高

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー

次年度の改善策

・各児童生徒の取り組む課題を整理すると「挨拶」「更衣」等の共通した課題が全校に位置
づいている。このことから小中高一貫した指導を行うことが支援者ミーティングの充実にも
繋がると思う。
・支援者ミーティングからの課題を次年度の個別の指導計画へ反映し該当部分をアンダー
ラインで示すことができた。
・ミーティングシートの形式は、実施のサイクルに合わせて３年間の課題を記す現行の形
式を引き継ぐ事を確認した。

ＰＬ：教務
ＳＬ：小中高

（１）キャリア発達を踏まえ、卒業後を見据えた「自分らしく生き抜く力」の育成
（２））学び合い、高め合う教員組織の構築と授業改善
（３）保護者･地域・関連機関とのさらなる連携強化と安心・安全な学校づくり

自己評価結果
分析･考察

力」の育成

総合評価
次年度への展望

大分県立日田支援学校

3

・取り組む課題の共通事項については来年度は「挨拶」について中高一
貫した指導に取り組みたい。
・新年度の個別の指導計画作成時に、取り組む課題を反映した部分をア
ンダーラインで示し次年度へ引き継ぐ。
・担任間、学部間で課題への取り組みが継続されて行くように引き継ぎを
行う。

・生徒の特性を生かした専門性を
発見する教育が できないか。お
願いしたい。
・学部から学部へ指導の継続が十
分できていない面がある。

卒業後の就労について、一般就
労を目指すだけでなく、生徒の能
力を見つけて才能 を伸ばす教育
をしてほしい。
社会貢献できる人、働く人を増や
すことも重要である。引き続き就
職後のケアも行 ってほしい。

・来年度も引き続き、複数名による巡回相談及び考察を継続し、センター
的役割の継承、拡充を図るように各学部に協力をお願いしたい。

サテライト派遣事業、巡回相談な
・小学校と中学校の個別の支援計画・指導計画の形式の統一をはかり ど地域の特別支援学級の教育の
充実に向けて、引き続き継続した
たい。
・対象小、中学校同士での授業研の交流。また、対象学級に関わる授業 取り組みをお願いしたい。
研を校内研に含めて実施をおこないたい。

・５月に児童生徒とともに大雨対応避難訓練を実施し、全職員で災害に
対する防災体制作りを構築していく。また、地域の自治組織へも呼びか
けて参加を促すことで、地域防災対策委員会を開催していく。
・年度当初に服薬データを出してもらい早い段階で整理する。また、常に
最新のものにできるよう、保護者や教職員への呼びかけを徹底していき
たい。

・生徒を入れた訓練を多様な生徒
もいて、避難が厳しいので実施し
てほしい。
・学校周辺及び避難対応できる施
設と連携して食事などお願いして
も良いのではないか。他人でなく、
助け合いのできる町づくりにしてほ
しい。

重点目標１：支援者ミーティング（PATHの技法を用いた）により児童生徒の夢実現に向けた関係機関との連携、個別の指導計画への反映が本校では定着が図られた。また、高等部生徒の最近接領域の課題について、学校、保護者と共有して進路指導に取り組んでいく必要がある。
重点目標２：新学習指導要領に基づいた国語の内容について段階表を互いに学びながら作成し、授業改善に活かすことができた。今後は教員一人一人の専門性の向上に向け互いに高めていくための教員組織の構築を行っていきたい。
重点目標３：県西部の特別支援教育の充実に向けた取り組みが充実してきた。また、緊急時の本部組織の動態表や緊急時のマニュアル、医薬品など個別データの確認など校内で確立できた。また、地域防災に向けた地域との連携についても話し合いが進んでいる。今後は、引き続きコーディネーターの継承、特別支援学級の充実などに取り組んでいくとともに、災害時全職員で災害に対する防災
体制づくりと地域との連携を構築したいと考える。

