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・進路の情報提供は、今後も回数を増やすと同時に、内容を充実させな
がら実施していきたい。
・進路の学習会に関しては、できるだけPTAの中で実施できるように計画
し、保護者の興味、関心の持てる内容を取り入れていきたい。　　また、保
護者同士のつながりを積極的に勧め、参加しやすい雰囲気作りにも気を
配りたい。

・「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。
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・「進路だより」や「進路学習会」等、目標とした回数は実施
できたが、情報提供はまだまだ不十分だと思う。「進路学習
会」に参加していただける方はある程度決まっており、参加
していただけない保護者の方にどうやって情報を伝えるかが
今後の課題である。また、PTAや授業参観週間も予定数を
実施し、参加者の数も増えてきている。今後も継続して参加
を呼びかけていきたい。

・４月・８月に全員に対してアセスメント研修を行い、各人２回
のアセスメント研修をすることができた。
・複数名での巡回相談を、全体の４分の１強行った。また、
WISC-Ⅳの研修会に２名が参加して巡回相談において実施
した。

総合評価
次年度への展望等

・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。

ＰＬ：生徒指
導・保健

ＳＬ：小中高

ＰＬ：ラポール

ＳＬ：研究

重点目標１

重点目標２

重点目標３

〇
●
〇
●
〇
●

・｢個別の指導計画」の中で、保護者と共通理解を図った内容を重点的指導項目とし、保護者にわかりやすい表現で評価を記入した。    ・児童生徒の発達段階を把握するために「キャリア教育の発達段階表」を学校内で統一したものとして使用し、児童生徒の実態把握の参考とすることができた。
・ＰＡＴＨで話し合いをしたものを有効に活用するためにも、反映度を１００％にできるようにしていく必要がある。話し合いの結果を一覧としてまとめたり、反映したかどうかの確認作業をしたりしていきたいと考えている。
・授業自己診断シートによる課題の明確化という点では、自己診断により課題点が可視化できる仕組みは良かった。　　・年３回の授業参観週間を実施することができ、HPを活用して参観週間の情報を外部に発信したことで、将来福祉の仕事につきたいという第３者の参加もあった。
・課題改善の部分において、ＯＪＴなどにより効果的に活用するまでに至らなかった。考え方や実施方法などについて、周知徹底をしながら、計画的に進めていく必要があった。
・「進路だより」や「進路学習会」等、目標とした回数は実施できた。４月・８月に全員に対してアセスメント研修を行い、各人２回のアセスメント研修をすることができた。   ・災害時の緊急引き渡しカードを作成し、災害時を想定した備蓄食料の試食ができた。
・参加できない保護者の方にどうやって情報を伝えるかが今後の課題である。 ・防災、備蓄等についてさらに検討する必要がある。

・本校の児童生徒に、より広く使える心理アセスメント（感覚プロファイル、
VinelandⅡ）の紹介と、実施方法の研修をすることでアセスメント技量の向
上を図りたい。
・複数名での巡回相談の継続と支援の振り返りシートを集積した事例集を
作成することで、巡回相談に生かしセンター的役割を果たす事につなげた
い。

・災害時の緊急引き渡しカードを作成した。緊急連絡先
や自宅での避難場所等の記載事項を検討したことや受
け渡し時の一覧表によるチェック等、ミスの起こりにくい
対応を考えた。受け渡しカードは、職員室と事務室、校
長室に配置した。
・備蓄食料の試食ができた。児童生徒が全員が、食べ
られることがわかった。課題も見つかった。
・不審者対応訓練時に、緊急放送を含む校内放送の不
備が判明し、直ちに対処した。

・備蓄食料について、学校での保管場所、種類、停電時の電源の確保等
の課題が明らかになった。
・災害等を想定した教職員の防災研修の実施。
・通学路の防災避難マップの作成。

〇授業風景を見ることができて良かったです。色々と工夫を
してくれてやりやすそうでした。他の学年もその子にあった
授業をしていました。
〇授業日程があるので見たい時間に行けるのでよいと思い
ます。
〇一人一人の個性に合った教材を取り入れてもらい、よいと
思います。
〇今後も検討はいると思います。
〇参観授業で教室を見学させてもらった時、教材や工具・部
品・材料などがいつもきれいに整理整頓されていて、先生方
もですが、子どもたちにも分かりやすいだろうなと感じます。
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。

〇日田地区だけでなく、玖珠・九重地区の施設の方々の話し（講
演）も取り入れて欲しい。
〇学習会時の資料があったら良い。（パンフレットなど）
〇授業参観は情報公開の場になっていると思います。
〇情報提供は良くなっていると思います。
〇アセスメントは色々と参考になるので今後も内容を考えることも
必要だと思います。
〇連携会議等に参加させていただいている。HP等をもっと知って
もらうと良いと思う。

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
〇災害時、薬や水の確保も必要。
〇非常食の検討を学校でも考えていると聞いた（保護者からの声
がある）ので、地域の問題として予算が取れたら良いと思った。

（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

・「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。

●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

・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。

・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

ＰＬ：進路

ＳＬ：教務

前年度評価結果の概要

（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

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

・書式や記入方法については、職員会議だけでなく学部会でも教務担当
が,詳しく説明し、保護者にわかりやすいものにする必要がある。
・夏休みは職員研修を多く取り入れているため、PATHの面談の実施日を
関係機関と調節することに苦慮した。各分掌が企画する職員研修の日程
を調節することで、面談を実施しやすい体制をつくる必要がある。

・ＰＡＴＨの技法を用いた懇談会からの指導計画の反映度は学校全体で９
０％を越える達成度であったが、まだ完全ではない。話し合いをしたもの
を有効に活用するためにも反映度を１００％にできるように、していく必要
がある。話し合いの結果を一覧としてまとめたり、反映したかどうかの確
認作業をしたりしていきたいと考えている。
・キャリア発達段階表を校内で統一したものを使用することができたことは
良かった。

〇個別指導計画書は分かりやすく書いてくれて良いと思っ
た。

〇良いと思います。

〇アンケートは実施を継続でよいと思います。

〇PATHの手法はとても良い手法だと思う。事業所も会議に
参加させていただき、一緒に考えることができた。

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る事ができ、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

分析・考察

3
(2.7)

・授業自己診断シートによる課題の明確化という点では、自己診
断により課題点が可視化できる仕組みは良かったと思う。課題か
らの改善の部分において、研究部として、またＯＪＴなどにより効
果的に活用するまでに至らなかった点は課題であった。診断シー
トを使用するねらいや、方法などを職員間でしっかりと共通理解で
きなかった点が一つの要因と考える。
今年度の課題の改善を客観的に判断できるように、各自が◎（９
０％改善）、〇（７０％改善）、△（５０％改善）で評価した。
・各学部でのＯＪＴによる研究授業、授業改善は、授業者への負
担が大きくなってしまった。ＯＪＴという考え方や実施方法などにつ
いて、周知徹底をしながら、計画的に進めていく必要があった。
・講師を招聘しての研修会に関しては、講師の選定に時間がかか
り、案内が遅れてしまった。

ＰＬ：研究

ＳＬ：小中高

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究・進
路

ＰＬ：研究・進
路

ＳＬ：小中高

3

・｢個別の指導計画」の中で、保護者と共通理解を図った内
容を重点的指導項目とし、保護者にわかりやすい表現で評
価を記入した。パソコンの機能上、太字での表記ができな
かったが評価欄に、題材・単元名を〈 〉で書くよう書式を統一
した。
・小学部１年生と４年生、中学部１年生、高等部１年生を対
象に７〜８月にPATHの面談を実施した。外部の福祉関係者
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
が共通理解し、指導の方向性を確認する機会となったこと
は、大きな成果であった。
・夏季休業中に行われた「ＰＡＴＨの技法を用いた懇談会」か
らの結果を個別の指導計画に反映させたかどうかという部
分についてアンケートを実施。小・中学部では１００％の実
施、高等部では７５％の実施という結果が出た。
・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
表については、岡山県特別支援学校長会が作成した「キャ
リア教育の発達段階表」を用いて、児童生徒の実態把握の
参考とした。学校内で統一した発達段階表を使用することが
できた。

・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。

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１００％
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

・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。

・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。

・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。

・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。

平成２７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

学校名　　　　　　　　　　大分県立日田支援学校

次年度の改善策

自己評価結果

評価
学校関係者評価

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。

・授業自己診断シートを用いて、職員一人一人の授業改善につなげるた
めに、診断シートを使用することのねらいや活用方法について、まず研究
部内で理解を深めるようにする。その後、教職員に対し説明会などを行
い、シートの意義や自己の課題について理解してもらえるようにする。
・ＯＪＴによる授業改善について、細かなねらいを設定し、スモールステッ
プで改善をしていけるように計画する。このことと来年度の研究内容を関
連づけ、学部や学校全体で授業者をフォローしていけるようにする。
・早い段階での講師の決定により、案内を早い時期で送ることができるよ
うにする。

・年３回の授業参観週間を実施することができ、HPを活用し
て参観週間の情報を外部に発信したことで、将来、福祉の
仕事に就きたいと考えている高校生と保護者が参観に来る
等、新しい参加者がいた。授業の予定も１週間前には保護
者に配布することができた。
・アンケートを画板にとりつけ、すぐに記入できるようにした。
アンケートの回収数については、量的には微増であった。し
かし、データとして十分な量とは言えないので、さらなる工夫
が必要である。
・アンケートの「満足」の度合いは、【指導内容】「満足」「やや
満足」２８，「やや不満」「不満」は５(満足度８５％）、【支援】
「満足」「やや満足」３３、「やや不満」「不満」２(満足度９４％）
であった。
・冊子に掲載する内容については、各学部主事の負担を軽
減する方法を検討する必要がある。

・本年度と同様に、１学期の早い段階で、年間の授業参観週間の実施日
を決定し、校外学習等の外部へ児童生徒がでる行事を入れないようにす
る。また、参観週間の授業予定をHPに掲載することで、参加者を増やし、
本校の教育活動に対する理解を深めてもらう。
・案内文書、授業予定の冊子とも配布が予定より遅れた回があるので余
裕を持って提案を行う。
・アンケート用紙に記入という形にこだわらず、パネルなどにシールを貼っ
ていくなどの別の形を検討するのがよいのでは。
・授業参観週間の冊子については、2年間の積み重ねもあるので、学部ご
との記入用紙のデータ化を行い、各学部主事の負担を軽減する。

・教材教具展では多くの教材を出品してもらうことができた。
全教職員が教材を見て投票を行うこともできた。教材の説明
シートを改善し、「児童生徒のどの困りについて教材作成を
行ったか」という具体的な部分まで見ることができるようにし
た。表彰式では、表彰された教材教具の作成者による教材
の説明も行った。
　説明シートは写真を加えてデータベースとして保存するこ
とができた。
・県外出張の参加者による還流報告会を２回に分けて実施
した。説明資料などの配付や持ち帰った資料の展示も行っ
た。

・教材教具展では投票率１００％ということで、全教職員が展示されている
教材教具を見たと思われる。説明シートの改善などもあり、教材教具の使
用のねらいなども見えるようになったが、このことに加え、何らかの形で本
人による説明の時間なども確保することができればと考えている。
・還流報告会では、報告者の発表が慌ただしいものとなってしまったた
め、来年度はもう少し発表時間を確保して、充実したものにしていきたい。


