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総合評価
次年度への展望等

重点目標１　児童生徒の実態と児童生徒を取り巻く状況の変化などに即して指導の過程について、新学習指導要領に示された評価の３観点に基づいた評価の研究に取り組み、ＰＤＣＡサイクルに基づいた授業改善・指導計画の改善を図り教育課程の改善に組織的に努めた。今後は、児童生徒が主体的に学習活動に取り組み、育てたい力を意識した授業実践を行っていく必要がある。
重点目標２　災害から「自分の命を守ることができる力」を育む授業の実践に取り組み、家庭や関係機関と連携した訓練・研修・活動の中で保護者・児童生徒・教職員の防災意識の向上を図ることができた。また、毎月の校内安全点検やヒヤリハット報告の取組、３年計画による防災備品のリストアップ・購入計画案作りなど安全管理と環境整備に努めた。今年度蓄積した防災に関する内容を次年度
の年間行事や指導計画に組み入れ計画的に授業実践を図っていく。
重点目標３　　一人一役の引継ぎ資料を活用した、分掌業務の精選と明確化の取り組みを継続し、衛生委員会を活用して毎月働き方改革について一人一提案を職場から募り、タイムカードの集計結果の分析と併せて検討・提案。働きやすい環境づくりに向けて教職員のメンタルヘルス・健康の保持・増進、超勤縮減に取り組む必要がある。

・昨年度の引継資料を基に、毎月の分掌部会で翌月の各業務内容を確認し、早めの業務
計画、情報共有、実施ができた。業務終了後は、アンケートの実施・分析や業務反省を行
い、次年度に向けて引継資料を修正した。学校評価アンケートでは、第1回(10月)で85％、
第2回(2月)で84％の教職員が「分掌業務が明確になり、自身の業務の遂行ができている」
と回答(達成指標93％)。
・毎月の分掌部会で業務の進捗状況・翌月の提案事項を確認。業務が組織的、計画的に
行われ、結果的に一人一人の負担軽減につながっている。
・前月のタイムカード集計結果を月初めに全教職員に配布。各自が1か月間の時間外勤務
時間数を確認することで、勤務時間に対する意識改革を図り、R1年度平均残業時間26.08
時間→21.8時間(前年度比120％超勤縮減)。残業時間40時間（月平均）を超えた人数は、
R1年度86人→32人(前年度比269％減)。引継資料の活用、4月に取り組んだテレワーク、
夏季休暇５日間の取得率100％、冬季休業中行事を入れない休暇を取りやすい環境整
備、各学部内での執務時間の確保、学習指導員・スクールサポートスタッフ・増便スクール
バス添乗員の配置など様々な取組の結果であると考える。

・一人一役のシートは有効活用されやすいように、各分掌・学部の実情
に合わせて各々で工夫・改善を図る。

・分掌内での業務の進捗状況の確認は毎月引き続き行う。

・PLを衛生委員会とし、毎月働き方改革について一人一提案を職場から
募り、タイムカードの集計結果の分析と併せて検討。働きやすい環境づ
くりに向けて教職員の健康の保持・超勤縮減に取り組む。

・一人一役の引継ぎ資料を基にした計画・実施、修正（月１回）
・分掌内での業務の進捗状況の確認（月１回）
・タイムカードの集計結果を基にした勤務の見直し（月１回）

ＰＬ：教頭

ＳＬ：分掌主
任、学部主事

新型コロナウイルス感染防止対策
はこれからも続くと思われます。新
しい生活様式に取り組みながら、
児童生徒と向き合う時間は確保し
て、行事等の精選、実施方法の検
討、ノー残業デイ、積極的な休暇
取得等、先生方の健康・保持増進
のための働き方改革・働きやすい
職場環境づくりを進めていただきた
いと思います。

・季節や天気の変化や豪雨による危険等を知り、災害時にも健康で
安全に生活できる力を育む授業の実践（各学部年５回、全校年３
回）
・保護者と連携した児童生徒通学路の安全マップの作成（全児童生
徒）
・防災研修の実施（教職員３回、保護者１回）

・校内安全点検による危険個所の早期発見・補修（月１回）
・3年計画による防災時に必要な備品のリストアップと購入計画の案
作り
・ヒヤリハット報告の蓄積（一人学期１回）
・普通救命講習修了証取得者8０％

ＰＬ：保健
ＳＬ：生徒指
導、事務室

ＰＬ：防災教育
コ―ディネー

ター
ＳＬ：生徒指
導、特別活
動、保健

・年間で小学部10回、中学部9回、高等部17回、全校3回、防災に関する授業を実施した。
夏季休業中の親子防災デーでは、家庭と連携して防災意識の向上を図った。10月の高等
部生徒アンケートでは、94％の生徒が「大雨などの災害の時に、自分の命を守る学習がで
きた」と回答。授業プリントは『防災ファイル』を作成し、卒業まで学習の積み重ねを残すこ
とができるようにした。
・通学路の安全点検記録とハザードマップは『個人ファイル』に綴じ、児童生徒の居住地や
通学路、避難所について次年度以降も家庭と確認できるように整えた。
・教職員は4月防災全体研修、6月防災タイムライン研修、7月普通救命講習、12月公開研
究発表会の講演『みんなで助かるために～福祉×防災×コミュニティ』の4回実施。保護者
は親子防災デーの講演『災害時に支援を必要とする方の避難・備えについて』を実施し
た。10月の学校評価アンケートでは、90％の保護者が「学校は、防災意識を高める学習に
取り組み、『自分の命を守る力』を育てている」と回答。

・月1回の安全点検で、危険箇所の早期発見・早期対応につながった。1月以降は全箇所
共通の重点項目（掲示用画鋲の落下防止、棚の整理整頓）を加えて点検と安全対策を行
い、より確実な点検や早期対応ができた。
・9品目リストアップし、優先順位をつけ、3か年計画で購入していく。
・ヒヤリハットの報告は、年間を通して71%であった（3月22日時点）。呼びかけの強化により
多くの事例が挙がり、その都度庁内メールで全職員と共有。他学部やクラスの事例を確認
し、危機管理意識を高めることができた。学部会等で、校内や県からのヒヤリハット報告の
中から学部や時期に応じた内容を紹介したり、振り返ったりしたことも未然に事故や怪我を
防ぐことにつながった。
・感染症対策のため普通救命講習は実施できず、水泳の授業開始前の心肺蘇生法研修、
夏季休業中に講師を招いた救急救命講習を実施。普通救命講習は今年度同様となる可
能性あり。講師招聘の講習は、水泳開始前の方が実践的にも時間的にも有効。

「自分の命を守る力」を育てる安
全教育の推進

組織的な取り組みによる働き方
改革の推進

・次年度も学校教育目標は変わらないが、将来を見通し、系統性を踏ま
えた各学部段階での目標や目指す児童生徒像をさらに明確にし、取り
組んでいく。

・客観的データの集約や分析の仕方を検討し、実践をよりスムーズに評
価したり、学校全体で同じ方向を向いて改善したりできる体制づくりをす
る。重点的取組の柱を絞る（一本化）。

・育てたい力（資質・能力）を明確に設定し、授業実践の評価を次年度の
年間指導計画、教育課程にまで活かせるようにする。

・引き続き地域の人的・物的資源のリスト化を進め、目的に応じて探せる
ように改善して教職員の負担軽減を図る。また、地域の中で活動しなが
ら多方面とのかかわりをもてるように広報したり、教員や保護者から意
見を聞くなどして、発信・受信双方向に取り組み、子どもの指導にさらに
反映できるようにしていく。

・校内支援会議やケース会議で検討された内容をどのように教師間の
連携を図りながら、課題解決につなげていくか。また、過程や結果をど
のように引き継いでいくか。個別の指導計画との連携を検討していく。

ＰＬ：ラポール

ＳＬ：庶務、進
路

・引き続き、学校(学部)の教育目
標、目指す児童生徒像、育てたい
力の説明を保護者・地域関係者へ
お願いします。また、アンケート等
で保護者・地域のニーズを把握し、
学校全体で共通理解を図りながら
取り組むPDCAサイクルを機能させ
て、育てたい力が児童生徒の実態
に応じて身につくよう授業の工夫
等を今後もお願いします。

医療・福祉・行政等関係機関と連
携して、将来に向けた支援が得ら
れるよう継続して対応していただき
たい。

地域の人材活用は、隣接する公民
館と連携を図り、今後は就職面接
会場や職業訓練の場としても活用
してほしい。。

・保護者には、後期の指導計画面談で児童生徒の指導を通した教育目標達成への取組を
説明（各教員の2回以上の説明完了）。地域関係者へは、関係者を招いた会議、学校通信
等で取組を説明し、ご意見を伺った。教育目標の共有は、カリマネ推進チェックリストで強
みに傾き、理解度等を問う学校評価アンケートでも前回より評価が上がった。
・第2回学校評価アンケート実施。PTA、学校評議員会、職員会議等で結果を還元。PL中
心に課題分析、次年度に向けた改善。保護者には重点的取組とも絡めて還元した。
・教育課程アンケート、授業実施時数等を基に、学部会や教育課程検討委員会にてR3教
育課程について検討し、案を作成した。各学部とも指導の形態別授業時数を調整し、高等
部では情報科の新設、選択履修の幅の拡大等の見直しを行った。

・地域の人的・物的資源のリストは、55件となった。学部ごとの利用実績や活動内容のジャ
ンルごとに分類し、連絡先（住所、電話番号）、食事や車いすの対応、コロナ禍で実施する
上での注意事項を記載した。

・校内支援会議を立ち上げ、事例の検討を行った。外部連携が必要な場合は、関係者を招
聘してケース会議を開き、それぞれの立場から専門的な視点で今後の支援について意見
を聞くことができた。市町村や警察署などとも関係が取れ、生活面でも継続した支援ができ
るようになった。支援システムは図式化し、校内の相談や外部へつなぐケース会議の手順
をわかりやすく、かつ迅速に対応できるようにした。また、『進路の手引き』の中に、教育支
援・生活支援の各機関も加え、地域ごとにまとめた。一つの冊子にまとめたことで、用途に
応じた検索がしやすくなった。

ＰＬ：研究

ＳＬ：教務、進
路、庶務

・全教員が一人年２回の授業シート作成を終えることができた（100%）。毎週木曜の職員朝
礼を使って、児童生徒の実態やめあて、授業改善につながる話し合いをする時間を設けた
ことで、教職員の学校評価アンケートで評価の3観点を意識した授業実践の評価が3.1
（78％）から3.4（85％）になり、教職員の意識向上につながった。
・各評価の項目に系統性をもたせることで、同じ指標で客観的に達成度や課題を確かめる
ことができた。担任が生徒の実態を把握しやすくなり、課題を産業現場等における実習で
の取組へとつなげることができたが、作業学習担当への還元や生徒自身の実習評価把握
等に課題が残った。
・9、11月に授業参観週間を実施して保護者アンケートを取り、その結果を職員で共有し授
業改善につなげた（教材・教具の工夫や還元、評価の3観点を生かした授業改善）。

・児童生徒の実態を的確にとらえためあてを立て、3観点での評価をより
深めていく。

・作業日誌を改善、活用による日常的なやりとり等を通して、各担当者
間の連携を深めていく。また、実習評価票の振り返りを職業科年間指導
計画の中に位置づけ、自己理解の深化を図る。

・コロナ禍で参加者が少なかったので実施方法を検討する。また、得た
結果を分析、検討していく組織がはっきりしていないので、システム化
し、確実に改善できるようにしていく。

・障がいのある人がひとり立ちでき
ることが最終的な目標だと思われ
る。先生方は熱心に指導されてい
ると思いますが、今後も自立できて
いるという結果について数値など
の指標を有効に活用し、自立に向
けた進捗状況を把握し、各課題を
意識して取り組んでほしいと思いま
す。方向を示して数年先の就労を
めざすことも考えられます。

評価を生かした教育課程の改善 3
授業改善を生かした令和3年度の教
育課程を作成

保護者・地域関係者への学校（学部）教
育目標、目指す児童生徒像、育てたい力
の共通理解と徹底

専門スタッフ等を活用し専門性に基づく
支援体制の構築

ＰＤＣＡサイクルに基づいた授業改善

・保護者・地域関係者への学校教育目標、重点目標等の説明（各教
員年２回）
・保護者・地域関係者・職員・生徒へのアンケート内容の改善及びア
ンケートの実施（年３回）
・スケジュールに沿った教育課程の見直し（月１回）

・地域の人的・物的資源のリスト化、及び情報共有
（学期1回）
・子どもの指導に反映するために支援ネットワーク構築に向けて実
践しながら教育支援・生活支援・進路支援の校内支援システムの確
立（1月）

ＰＬ：主幹教諭

ＳＬ：教務、庶
務、学部主事

・評価の３観点を意識して教科の授業シートを作成し、グループでの
授業改善（一人年２回）
・就労支援チェックリスト、作業学習、産業現場等における実習につ
いて系統性のある評価シートの作成及び活用（年２回）
・保護者アンケートを授業改善に活用（年２回）

分掌業務が明確になり、自身の業務
の遂行ができたとする職員９０％

一人一役の引継ぎ資料を活用した、分掌
業務の精選と明確化

学校教育目標 中期目標

心豊かに　たくましく　みんなとともに　自分らしく　生きる児童生徒の育成

①授業改善を中心に日田支援学校のカリキュラムマネジメントに組織的に取り組むことで、学校の教育活動の質の向上を図
る。
②卒業後の姿を見据えた、小・中・高一貫教育の推進と「自分らしく生きる姿」の育成をする。
③社会に開かれた教育課程に向けて、地域と連携・協働しながら安心・安全な教育活動を行う。

分析･考察
ＰＬ
ＳＬ

取組指標

重点目標

【ＰＤＣＡに基づいた教育活動】
　・評価を生かした教育課程の改善
　・「自分の命を守る力」を育てる安全教育の推進
　・組織的な取り組みによる働き方改革の推進

自己評価結果

評価重点的取組達成(成果)指標重点目標

・今年度実施した授業事例を参考に次年度の授業計画を立て、引き続
き実施する。

・家庭訪問時、通学路点検記録とハザードマップをもとに居住地・避難
所・放課後等デイサービス施設について災害時の危険性を確認し、記
録に残す。

・地震避難訓練、火災避難訓練、スクールバス緊急時対応訓練、不審
者対応訓練を実施する前に研修を行い、教職員の危機管理意識を高め
る。

・来年度も継続して、点検重点項目を決めた月1回の安全点検を実施
し、危険個所の早期発見・早期対応に努める。

・今後も、些細なことでも事例をあげるよう呼びかけを続ける。報告事例
の共有と活用については、分掌部会で共有の仕方や内容を知らせ合
い、部員が主となって学部会で共有する機会をもつ。

・水泳開始前に普通救命講習を計画。ただし、新型コロナウイルスの感
染状況等によって難しい場合は、今年度のように講師を招いての講習
（心肺蘇生なしなどコロナ禍でもできる内容）、または校内での講習に変
更し、対応できるよう計画する。また、密を避け、より多くの教職員が参
加できるよう2回に分けて開催するように計画する。

防災教育について、実践的な取組
が一年を通じて行われていると思
う。親子防災デーの取組は、親子
で防災意識をもてるよい機会で
あったと思われる。これからも「自
分の命を守る力」「自分の生活を守
る力」を育む教育が日常生活のあ
らゆる場面で進められ、家庭・地域
と連携した安心・安全な学校づくり
につながる取組をお願いします。

毎月、点検重要項目を決めて全教
職員で組織的に安全管理や環境
整備に取り組んでいる様子がうか
がえる。今後も安全な校内環境づ
くりをお願いします。また、挙げら
れたヒヤリハット報告を事故防止に
どのように生かすのかを含めて、
子どもが安心して学べるよう、今後
も積極的な取組をお願いします。

令和２年度学校評価（　年間評価　）

学校名　　　　大分県立日田支援学校

前年度評価結果の概要

重点目標１ ○

重点目標２ ○

重点目標３ ○

・教科等間のつながりを意識した２０２０年度の年間指導計画を作成して、教科等横断的な視点を踏まえ、つけたい力をより明確にした生活
単元学習の授業実践や個別の指導計画作成・評価に組織的に努めた。

・産業現場等における実習や作業学習で使用する評価ツールを活用した振り返りの改善に取り組み、保護者と連携した生徒一人ひとりの
適性に応じた進路指導推進に取り組んだ。また、基本的生活習慣の確立に向けて、あいさつ、清潔・身だしなみに全校で取り組み小中高と
一貫した進路実現に向けた指導に努めた。

・学校だよりの定期発行により、地域の人材等を活用した教育活動を地域に発信することができた。

●

●

●

新学習指導要領に示されている３つの評価の観点を意識した授業展開を行っていく必要がある。

小中高と系統性のある進路指導に取り組むとともに、保護者や地域を取り込んだ進路指導を進めていく必要がある。

開かれた教育課程の充実に向けて多くの人の意見を生かすことができるようアンケート等を見直し、その評価を学校教育
に反映させていく必要がある。

児童生徒一人ひとりに応じた安全
ファイルの作成

教育活動をとおして災害から「自分の命
を守ることができる力」を育む授業の実
践

安全管理と環境整備の充実

学校関係者評価次年度の改善策


