
(別紙様式３）

地域との連携は各種行事の参加
等、昨年度までと違い成果が上がっ
ている。この状態を次年度以降も続
けてほしい。

次年度の改善点

○改訂した個別の支援計画を有効に活用して、児童生徒一人
一人について保護者のニーズをより適切につかみ、｢個別の
教育支援計画｣に反映させる。

○回数、時期等を含め効果的な環流報告会の方法を検討し実
施する。

○今年度の研究の成果・課題をもとに児童生徒の実態をもと
にした、指導目標、指導内容等来年度の研究を具体的に推進
する。
○研究の成果・課題を保護者・関係機関へ提示し学校外での
協力も視野に入れた取り組みとする。

○年度末検証の結果を踏まえ、教育課程のキャリア教育全体
計画を見直し、改善する。
〇次年度も県内外の各支援学校の取り組みを視察する。

〇全体ケース会議の日程や報告の進め方について早めにお
知らせし、報告内容がより伝わりやすいようにする。
○時間が充分にとれないため、研究対象児について、全教員
で、項目について共通理解をはかり、対象児童生徒以外につ
いては、学部会等で、議題に挙げ、研究授業等の結果も踏ま
え共通理解を図る。
○保護者対象の進路学習会は今後も実施時間帯、テーマ等、
保護者のニーズにあった内容を検討する。
○評価については数値化を含めよりよいものへと改善する。
○保護者の進路に対する関心を喚起するために、各学部に応
じたテーマ設定をした進路研修会を計画する。
○商工会・ﾊﾛｰﾜｰｸや関係機関との連携、定期的な企業訪問
は次年度も引き続き計画する。
○保護者にも情報提供を求め、今後も働きかけていく。

○教員とＰＴＡの係で二重にやっている仕事があり、まとめて
やることはできないか検討する。学習発表会の展示スペース
は各方面に依頼をし実施する。

○今年度の取り組みを継続し、さらにセンター的機能を高め
る。
○就学前、地域高等学校等に対する教育相談体制の整備を
行う。

○次年度も教職員間で交流の意義を共通理解して、充実した
ものにする。
○今年度の取り組みを継続し、地域の方と日頃からの挨拶、
コミュニケーションや行事への参加を通しさらなる連携を図る。

個に応じた学習活動は昨年度に比
べ向上している。アンケート結果にも
成果が表れている。

さらに、こどもたち一人一人に合った
学習活動を目指してほしい。

（２）特別支援教育のセン
ター的機能のさらなる発揮

（３）地域の学校との「交流及
び共同学習」、地域との交流
活動のさらなる推進

○児童生徒の障がいの状態に応じた。ＰＤＣＡ
サイクルに基づく授業実践を行う。
○研究授業を学部１回ずつ年３回行い、全職
員で検証し、その結果を日々の授業に活か
す。

○特別支援学校指導力向上事業を活用して、講師
を招き、特別支援教育におけるキャリア教育につい
て研修会を2回行う。
○現在の授業内容が、キャリア教育の４つの領域
のどこに位置づけられるかについて８月末までに検
証し、教育課程や指導計画の改善をする。

○「児童生徒・保護者のニーズ」「卒業後の姿」「現
在の重点指導内容」を学校全体で共通理解を図る
ケース会議を各長期休業中に行う。
○ＰＴＡや進路の研修会については、参加しやすい
時間帯、テーマを設定し、年間計画を５月中に配布
する。

○小、中、高の全職員による職場開拓を毎年行う。
○保護者にも情報提供を求め、関係機関と連携し、
開拓を進めていく。
○就労支援アドバイザーを有効活用し、就労可能
な新規業種・企業を10社以上開拓する。

○年2回程度、保護者・地域・関係機関を対象に
オープンスクール(学校公開)を実施する。
○学習発表会、運動会で保護者に係を担当しても
らうと共に、学習発表会では、関連機関や保護者を
対象にした展示スペースを設ける。

重点的取組

（１）「個別の支援計画」→「個別
の指導計画」（12年間を見通し
た教育課程がベース）→「授業
プランの組立て」→「授業」→
「授業検証・改善」のサイクルの
徹底

（２）研修の見直し・意欲的且
つ意識的(計画的)研
修の推進、研修成果の共有

（３）「言語活動」・「振り返
り」・「気づき」をコアに据えた
授業実践・授業改善

（１）キャリア発達・キャリア支
援のための教育課程の見直
し

施設の展示など関係機関や保護者
との連携を目指した取り組みは今後
も継続してほしい。

○県内特別支援学校のキャリア教育実践校の視察、県教委主催の「キャリア教育研修」へ
の参加等、刷新した「個別の指導計画」に生かすことができ、2学期より授業に反映させてい
る。
○８月上旬、教育センター指導主事に「特別支援学校におけるキャリア教育の在り方につい
て」、いきいきランド施設長に児童生徒の将来にかかわる「障害者総合支援法について」講
演していただき好評であった。

○個別の指導計画と通知表を一体化し、指導内容や評価が細かく伝わるようにした。それを
もとに保護者と面談を行い、ニーズの把握や指導の改善に結びつけ、６・９・１月の全体ケー
ス会議で共通理解を図った。
○保護者対象の進路研修では、午後の実施だと参加しにくいといった意見から、午前中のＰ
ＴＡに組み入れて実施。昨年度に比べてかなり参加者が増えた。わかりやすかったと大変好
評であった。
○個別の教育支援計画の形式を変更した。「将来の姿」について記入する欄を新たに加え
た。

○夏季休業中を中心に、職場開拓を実施し41社開拓することができた。高等部教員と小中
学部教員をペアにし職員全体の意識喚起を図った。また、初めて職場開拓を行う先生のた
めにマニュアルを準備した。
○教員の職場開拓終了後は、アドバイザーによる職場開拓を予定通り実施している。
○開拓後の情報を今後の進路指導に生かすため、11月の職員研修の際、企業４社に絞り、
報告会を実施した。

○運動会では、駐車場、招集、道具等係を位置づけることができ、保護者と一体感のある学
校行事ができつつある。学習発表会でも駐車場、道具係を位置づけ一体感のある運営がで
きた。
○展示スペースを設け5機関のパネル展示を行った。
○進路部（PTA担当）に依頼をしたが、特別活動部がどれくらい関わるか、保護者の人数配
分等課題もあった。

ＰＬ
ＳＬ

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究

取組指標

「個別の指導計画」と「通知表」をリン
クさせた取り組みで学習目標や内容
が理解しやすくなった。反面、評価に
おいて細かくなりすぎている。数値
（全ては無理だろうが）による評価の
導入を。

商工会・ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携や学校全
体での職場開拓は今後も継続してほ
しい。保護者を巻き込んでの進路開
拓の方策や進路意識喚起の方策を
考える必要がある。

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究

ＰＬ：進路

ＳＬ：小中高

○対象の児童生徒を決定し、将来の姿・夢、現在の生活実態から、対象児童生徒の実態、
指導目標、指導内容について、繰り返しグループで検討を行い、各学部の研究へつなげて
いった。グループでの検討を基に授業を組み立て、各学部とも研究授業を行った。
○研究授業の反省をもとに、指導の効果を上げるため授業の改善を図り、実践を行い、授
業の評価を行う。研究方法（グループでの話し合い)についてアンケートをもとに評価を行
い、今年度の研究の総括を行い、研究紀要にまとめた。

ＰＬ：教務

ＳＬ：進路・
生徒指導・

保健

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

●キャリア教育の視点を取り入れた小中高12年間を見通した教育課程への改善、それに伴う個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成
が急務である。また、個に応じた授業を行うための教師の専門性を高める取り組みも課題である。
●進路支援部の行う新しい取り組みをいかに保護者と連携し小学部早期から意識づけしていくかが次年度に向けての課題であり、そのため
の学部による保護者への理解・啓発の働きかけが必要である。

○新学習指導要領の導入に伴い前年度、教育課程の見直しを行い、授業時数確保のための新校時表取り入れた。また個々の児童生徒の実態
に即した個に応じた学習を提供するため個別の指導計画の見直しに着手した。
○小学部から高等部まで一貫した進路支援の充実を目標に、領域・教科の授業内容の見直しや改善を教務部、進路支援部連携して取り組ん
だ。また、保護者対象の進路支援研修会、職員対象の施設体験研修等を実施し進路支援に対する理解啓発に取り組んだ。リーフレット「就職に
向けて!」を作成し、関係機関への情報発信をすることで職場開拓に取り組んだ。
○関係機関と連携したケース会議の実施、施設相談員を招聘しての月1回の定例教育支援相談会の開催等、地域のセンターとしての機能を発
揮できた。

○日田市特別支援教育部会研修会に参加し、地域の小学校の取り組みについて学んだり、
支援学級の教室を見学したりして、情報交換ができた。本校で行われた際には、ラポール部
職員も参加できた。
○教育支援相談会は、予定どおり月に１回ずつ開催できた。今年度初めて参加してくださる
保護者もいて、毎回相談内容も異なり、意義ある会になっている。

○同じ校区内の学校と、小・中学部とも予定どおりの交流を行うことができた。高等部は、日
田三隈高校と３回交流をすることができた。
○各学部毎に６月に一度、ゴミ拾い活動を実施することができたが、２学期は行事が重なる
中で実施できなかった。
○地域交流の観点で３０周年記念関連のシンポジウムを開き、地域の方の思いを共有する
ことができた。

３．保護者・地域・関連機関との協
育・協働

２．キャリア発達を意識したキャリア
教育の効果的実践

ＰＬ：研究

ＳＬ：小中高

ＰＬ：研究

ＳＬ：小中高

○地域の小・中学校等のコーディネーター部会など
に参加するとともに、特別支援教育部会研修会を
本校でも1度開催し特別支援教育にかかわる情報
発信をする。
○教育支援相談会を月１回開催し地域との連携を
深める。

○各学部で年3回、学校間交流または地域交流を
実施し、交流の機会を増やす。
○地域の方に障がい者（児）の理解を深めてもらう
ため、年に2回（1学期と２学期）学校周辺の清掃活
動に取り組む。

ＰＬ：特別活
動

ＳＬ：進路

ＰＬ：ラポー
ル

ＳＬ：研究

ＰＬ：ラポー
ル

ＳＬ：進路

○児童生徒の卒業時の
適性に応じた進路達成率
100％をめざす。

○ＰＴＡの進路研修や進
路部の進路学習会への
保護者全員の参加をめ
ざす。

○関連機関と連携しなが
ら、保護者・地域・交流先
等に向けた研修を月１回
行う。

○地域の専門家や関連
機関による校内研修や、
児童生徒と地域との交流
活動を充実させる。

（２）１２年間を見通した一貫
性のあるキャリア教育の実
践、特に小・中学部に力点

（３）全職員、保護者、地域が
協働しての実習先開拓や職
場開拓を通した就労支援

（１）学校行事への積極的参
加の推進、教育活動へのさ
らなる参画機会提供

平成 25年度学校評価（　年間評価　）               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               

重点目標

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。

１．小学部・中学部・高等部の１２年間を見通した芯の通った教育実践
２．児童生徒が安全で安心して学べる学校としての危機管理体制の維持・改善
３．特別支援教育の推進・充実に向け、開かれた学校として地域におけるセンター的機能の発揮及び強化
４．特別支援教育の専門家として障害の重度・重複化、多様化に対応できるよう、個々及び組織
　としての専門性の向上並びに学校運営の充実・円滑化

１．授業改善・事業改善(行事)に繋
がる専門性の向上

○個別の支援計画の「児童生徒・保護者のニーズ」
を個別の指導計画に反映していくために学部内で
共通理解する場を各学期初めに設定する。
○学部をこえた教師間の連携を図るため、縦割りで
グループを編成し、授業研究を行い日々の授業に
活かす。

学校名　　　　　　　　　　大分県立日田支援学校

○夏季、冬季休業中に自作教材教具の展示会を実
施するとともにデータ化し、日々の授業に活用する
ことを通じより良い教材教具へ改善する。
○学部研究報告会を年２回、県外研修出張環流報
告会を9月、１月、３月の３回行い成果を共有する。

学校関係者評価

自己評価結果

分析・考察

○家庭訪問後の5月・8月に各学部で「児童生徒・保護者のニーズ」を共通理解するための
情報交換会を行った。
○グループでは、対象児童生徒のチェック表を用い、児童生徒の生活能力を把握し、それ
ぞれ研究授業に向けて、計画を作成し、小中学部は10月、高等部は12月実施。学部を超え
て意見を出すことで、指導内容の改善につながった。

○学校公開(７月上旬)時、夏休み・冬休み中に教材教具の展示を行った。
〇1月の県外研修出張報告会を実施。
○９月に学校研究の中間報告会を行った。研究とキャリア教育の関係を再確認するととも
に、研究の方向性の確認を行った。3月中旬に研究報告を行う。
○作成したプリントを教材のフォルダに保存し、生徒に合わせて改善し、使うことができた。

達成(成果)指標

○計画的な研修を行うと
共に、児童生徒のニーズ
を的確に把握して授業改
善を行うことで、年度末
の保護者アンケートにお
ける授業満足度に関する
評価の平均３．５以上を
めざす。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望等

　昨年度に比べ、具体的な目標取り組み等の結果成果を挙げることができた。次年度に向け継続して取り組みを行う。
○重点目標１　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た。　※児童生徒一人一人に対応する指導内容の設定、指導計画の作成を次年度取り組む。
○重点目標２　職員全員による職場開拓、第三者機関を交えた進路会議、進路研修の増等新たな取り組みを行い成果があった。　※保護者への情報発信の方法や小中学部保護者の進路研修参加に向けた一層の取り組みが必要。
○重点目標３　地域自治体関係機関との協力体制が前年度までに比べ向上した。　※今後も取り組みを継続し、さらに開かれた学校を目指していく。
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