
(別紙様式２）

〇１１月実施の「西有田まつり」(地区のお祭りを
グラウンドと体育館で実施)では、授業の中で
作った野菜や作業学習で作成した皿等を物品販
売することの中で、生徒と地域の方とのつながり
が出来ている。地区対抗の駅伝にも参加し、そ
れに向けての授業での取り組み等、このお祭り
に合わせた授業計画も立てられ、互いにいい関
係が出来ていると感じている。支援学校の生徒
の参加により「西有田まつり」が活性化し、他に
はない祭りとなっている。今後も継続していっても
らいたい。

〇学校備蓄については、震災があった時に その
県の支援学校でどんな物を備蓄していたのかと
かいうような情報や資料は入手していた方がよ
いのではないか。

〇避難所として支援学校には最低限の備蓄が
市や県の予算でなんとかならないか。災害時、
支援学校に行ったら配慮が必要な食べ物も準備
できている、という風になるとよい。

〇再調理や医ケア等のために電源の確保は必
需である。

実施時期　　　平成２７年１２月
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〇すべて予定通り実施できている。例年小、中学部の保護者
への情報提供が不十分だという意見を聞くが、本年度は学習
会の開催をPTA全体会の中に入れたり、小学部の保護者だけ
の学習会を開いたり、会に参加できるように工夫をしている。
　また、紙面だけで無く、HPを利用して進路に関する行事の情
報発信を心がけている。

学校関係者評価
今後の改善策重点的取組・取組指標の実践
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〇本年度中に、緊急引き渡し連絡カードを、作成したい。保管
場所として予定しているのは、職員室、事務室である。クラス
か学年もしくは学部単位でまとめておき、担任等が不在の時
でも対応ができるようにしたい。

〇各学部の代表者による授業は定期的に行われており、その
都度授業研究会や意見交換などの時間を設けるようにしてい
る。一人一人の課題からの改善という点については、２学期の
自己診断シートの記入を実施した。

〇代表者による授業、及び改善等は学部研究の中で行われ
ているが、一人一人の授業改善という部分まで研究部として
フォローができていない。また一人一人を対象とした授業改善
の方法についても検討課題である。

〇授業参観週間のアンケートを４段階に数値化できるようにし
た。指導内容については、１学期３．５８、２学期３．１１。教職
員の支援については、１学期３．５３､２学期３．３３。１学期の
回収数は１３枚、２学期は９枚。参観者数は１学期３８名、２学
期２７名であった。当日の授業予定を前の週の金曜日に配布
できた。ＨＰ上で情報公開している。２学期はＨＰを見て地域の
高校生が母親と共に参観した。

〇２月８～１２日に今学期最後の授業参観週間を実施。
アンケートの設置場所をわかりやすく設置し、筆記具を準備す
る。アンケートを見ると､来られるときに来られるとか、父親も
参観できてよいなどという声が聞かれる。昨年度よりは参観者
の数は増えているが、さらに増やすために、引き続き案内を早
めに出し、連絡帳でも声かけしてもらい、ＰＴＡの際にも宣伝を
する必要がある。市報などの方法も考えられる。

〇冬季休業中に第２回目の教材教具展を実施する計画をして
いる。今回は基本的に一人一教材として呼びかけを行う。ま
た、今回から教材の説明用紙の記入欄に変更を加えた。より
児童生徒に還元できるような方法を今後も検討していく。
〇研修等への呼びかけは定期的にOENメールにて全教職員
へ知らせると共に、掲示による情報提供も行うことができた。

〇教材教具展の実施方法については、現在は展示のみとなっ
ているので、より情報共有が行えるような方法を検討してい
く。
〇研修等への計画的な出張が行えるように、各学部での呼び
かけや紹介を行っていく必要がある。

〇「進路だより」は高等部の情報に偏りがちであるが、できる
だけ小、中学部の保護者にも興味を持っていただけるよう、内
容を小、中学部の教員に考えてもらっている。また、年４回の
発行予定であるが、できればそれ以上の回数発行していきた
い。

〇アセスメントに関する研修については、４月と８月に全体に
向けての研修を行った。８月のアセスメント研修では本校生徒
の事例をあげて、研修を行うことができた。
〇２学期も複数名での巡回相談を実施することができた。

〇アセスメントの研修については、４月にアセスメント全般につ
いて、８月には本校の事例をあげて、研修をする計画でいきた
い。
〇学部の指導体制に無理のない範囲で、複数名での巡回相
談を計画したい。

・異なる複数のパターンを想定
した災害時避難訓練を行う。
　

・複数のパターンの訓練を年度内に実施する。
・保護者を含めた緊急避難訓練を行い、実際に緊急の迎えが
可能かどうか確認する。
１．災害後、保護者に引き渡す　２．災害時、学校で待機する
・待機する時間が長い場合を想定して、非常食の備蓄について
の検討と試食を行う。

〇７月に「災害時における緊急の避難および連絡態勢に関す
る訓練」を行った。連絡先等は、全ての保護者と確認が取れ
た。反省として、保護者に引き渡す際に、連絡カード的なもの
を事前に作成しておき、安全確実な引き渡し態勢の確立に努
めたい。
〇連絡カードの記載内容の検討を進めたい。【項目】生徒氏
名、住所　緊急連絡先１　緊急連絡先２　緊急連絡先３　住居
地区災害時避難場所　等が候補として考えている。

ＰＬ：進路

ＳＬ：教務

ＰＬ：ラポール

ＳＬ：研究

ＰＬ：生徒指導・保
健

ＳＬ：小中高
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●ニーズを基にした個に応じた学習活動に対する取り組みはｱﾝｹｰﾄ評価3.5であり当初の目標は達成できなかった。

●PATHの技法を用いての取組みを担任だけでなく学年部、学部体制で保護者全体に浸透するような説明の工夫を行う必要があ
る。

●学習発表会をはじめ各種行事への地域･関係機関の参加を増やすための様々な方策を検討していく必要がある。

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。

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

（３）保護者･地域・関連機関との協
育・協働

○関連機関と連携しながら、保護
者･地域･交流先に向け情報を発信
する。また、地域交流を活用した教
育実践を展開し、地域に根ざした学
校作りを推進する

○児童生徒が安心して学べる、環
境等の整備

①月１回以上の情報発信及び
共有と学期１回の研修会の実施

②県西部〈日田･玖珠･九重〉地
区の特別支援教育センター的
役割を担う人材の育成

③災害等における児童生徒の
避難態勢及び家庭への連絡･引
渡方法の確立

・授業改善のための研究組織を
構築するため、各学部ごとに
OJTによる課題解決に向けての
研究を進める。

・授業自己診断シートを活用し１年間の変化を数値化する。(４月、１０
月、３月実施)
・年度当初に、各学部の授業者（フォローアップ研修対象者）を決め児
童生徒の実態把握（検査等実施）→保護者面談→課題の設定→授業
内容協議→授業実施→研究協議を行う（各学期１回）。
・特別支援学校教員指導力向上事業を活用して、授業改善に資する
講師を招聘しての研修会の実施（２回）

・各学期に授業参観週間を設定
し、参観していただいた保護者
等にアンケートを記入してもら
い、結果を職員に還流し、授業
改善を行う。

・数値化できるような内容のアンケートを作成する。「満足」の数
値を90％以上にする。
・アンケート結果を保護者にも還流することで、アンケートの回
収率を上げる。
・授業参観週間の案内を6週間前に配布し、当日の授業予定を
1週間前に配布する。

・授業力向上のため、特別支援
学校教員としての専門性の向上
を図るとともに教材・教具の工
夫改善を行う。

・年２回（夏、冬）、「日田支援学校教材・教具展」を開催し、他
の教職員の教材・教具を参考とする機会を作る。
・県内、県外の学校や研究団体等の研修会への参加を呼びか
け、長期の休業中に環流報告会を実施する。

・「進路だより」の発行や授業参
観週間、PTA、保護者のための
進路学習会など毎月何らかの
情報提供を行う。

・「進路だより」４回、授業参観週間３回、保護者のための進路
学習会３回、PTA５回行い、情報提供に努める。

・校内の教員の心理アセスメント
の技量を高める。
・複数名での巡回相談を実施
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。

・研究部と協力し、年度当初にアセスメント全般に関する研修を
行い、その後、ＷＩＳＣーⅢ、ＷＩＳＣーⅣの検査結果の解釈につ
いての研修を行う。各人最低２回のアセスメント研修をすること
で、より多くの教員の心理アセスメントの技量を高める
・年度当初から、可能な限り、２名体制での巡回相談を実施し
（依頼の半数）、実際場面における巡回相談員としての技量を
高める

（２）OJTによる授業改善と組織力
の強化

○各学部で授業改善に取り組む授
業者を決定し、OJTによる授業改善
を行い組織的な授業力の向上を目
指す

平成 ２７年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

〇期末PTAや夏季休業中に保護者と面談を行い、個別の指
導計画の下線部（１学期に共通理解を図った箇所）を中心に
説明を行い、２学期の指導の方向性を示す機会を設けた。
〇小学部１年生と４年生、中学部１年生、高等部１年生につい
て、７～８月にPATHの面談を実施した。外部の福祉関係職員
や放課後利用施設職員等を交えた話し合いにより、関係者が
共通理解することができ、これからの指導の方向性を確認す
ることができた。

〇２学期末PTAにて再度、個別の指導計画の下線部を中心に
説明を行い、３学期の方向性を示す機会を設ける。また、次年
度の個別の教育支援計画についても保護者の願いを聞きと
り、指導の方向性を確認する。

〇夏季休業中のPATHの技法を用いた面談の結果として、面
談で作成したPATHの図を児童生徒の教育支援計画ファイル
に保存している。また、個別の指導計画にどのように反映させ
たか等のアンケートを現在実施中である。

〇「個別の指導計画にどのように反映させたか」、また「困難
な点はあったか」などをアンケートから把握し、次年度の面談
に向けて改善策や修正点を検討する。

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

子どもたちが明るく元気にあいさつできる
１． 授業改善・事業改善(行事)に繋がる専門性の向上
２．キャリア発達を意識したキャリア教育の効果的実践
３． 保護者・地域・関連機関との協育・協働

学校教育目標 中期目標 重点目標

○重点目標１　・個別の指導計画の１学期の評価を、◎○△で視覚的に表し、保護者にわかりやすく提示できた。
　　　　　　　　　･各学期に授業参観Weekを設け、個別の指導計画の授業への反映状況を保護者に見てもらった。
○重点目標２　・PATH研修会を年3回実施。夏季休業中にPATHの技法を取り入れた面談を実施。
　　　　　　　　　･夏季休業中に全職員による職場開拓を実施し、新規雇用を実現できた。
○重点目標３　･センター的機能の充実として2名体制での各地域への巡廻相談を実施した。
　　　　　　　　　･小学部･中学部･高等部ともに予定通り学校間交流を実施した。
　　　　　　　　   ･評議員会において西有田まつり、挨拶運動等地域からの高評価を得た。

〇PATHの面談で保護者や学校関係者はもちろ
ん、各事業所の方たちも集まって、一人の生徒さ
んについて語り合う場の設定をしてもらったのは
大変ありがたかった。その子の将来像等につい
て一緒に考えル事ができ、資料等も準備してもら
い、大変分かりやすかった。その子のことを考え
ることによって他のお子さんのことも考えられる
機会となり大変良かった。

〇ＰＡＴＨ面談（支援会議）を開いていただいて、
支援する側の方々から「定期的に支援者会議を
求めることが何よりも大切ですね 、とても勉強に
なりました」と温かいお言葉をいただきました。支
援される側も共通理解をしていただけることで生
活しやすく、安心して生活の場を広げることがで
きると思いました 。たくさんの方々に支えられ 子
供の成長を見守り支援していきたいと思います。

〇ＯＪＴを機能させるのは教育現場では難しいで
すね。保護者に知らせる方法も時間も一工夫必
要だと思います。

（１）キャリア発達を踏まえた一貫教
育の徹底

○児童生徒一人一人の取り組むべ
き課題解決に向け、キャリア発達に
応じた指導内容を準備することによ
り、卒業後を見据えた一貫教育を
徹底する

①小学部１年生と４年生、中学
部１年生、高等部１年生につい
て、PATHの技法を用いた面談
を実施し、キャリア発達を踏まえ
た目標設定（目標の修正･変更）
による教育を推進
※対象児童生徒への実施率１０
０％
②将来を見据えて設定した目標
を達成するための個々の課題
を、保護者との合意形成の下、
個別の指導計画に位置付けて
実践

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究・進路

ＰＬ：研究・進路

ＳＬ：小中高

・PATHの技法を用いた面談で
明らかになった目標を個別の指
導計画の中に位置付ける。
・PATH技法の取得及び向上た
め、教職員を対象した研修会を
実施。

・面談を実施した児童生徒全員の個別の指導計画の該当部分
を太字にすることで、PATHの技法を用いた面談を通して保護
者と共通理解できた内容を共有する。
・年度当初と夏季休業中にPATHについての研修会を行う。

・キャリア発達の視点を取り入れた
内容を個別の指導計画に位置付け
るとともに各学期末のPTA等で保護
者に説明する。
・指導計画に位置付けられた内容を
基に、具体的な目標、支援、評価を
明確にした授業の実施。

・個別の指導計画に取り入れたキャリア発達の視点を中心とし
た授業研究会を各学部でおこない、個別の指導計画を充実さ
せる。
・児童生徒の発達段階を把握するためのキャリア発達段階表
を作成する。

①授業自己診断シートにより自
己の課題を明らかにし、取り組
むべき課題についてグループで
のOJTを実施し、８割以上の改
善を実現

②各学期に授業参観週間を設
け、改善された授業を公開する

③一人一教材･教具の工夫改善
の取組による授業改善

ＰＬ：研究

ＳＬ：教務・小中高

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究・進路
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〇指導要録のようなものとして「個別の指導計
画」の中で、子どもが光るところが継続して記録
され、見えてくるようなしくみがあるといい。

〇 障がいはあるが、アート等ですばらしい才能
があるといった子どもがいるが、そういった子ど
もを早期に見つけて、才能を伸ばすといった取り
組みはないのか。そういった方向への就労や専
門学校といったところにも目をむけてもいいので
はないか。

ＰＬ：研究

ＳＬ：小中高
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