
(別紙様式３）

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー
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・地域の理解を得る努力は欠か
せない。地域とともに学校があ
るということを全職員が理解し
てほしい。そのことが実践にも
繋がるのではないか。

・地域との交流については相互
の理解や社会教育の面から、
非常に重要なことと考える。今
後の検討を希望する。

・防災は徐々に取り組みができ
ているとは思うが、支援学校は
地域の避難所になっているの
で、生徒たち、地域の方の避難
場所など決めごとをする必要が
ある。

・校内において新しく購入した検査や、より個の実態を把握するための研修を実施したこと
でアセスメントへの関心が広がり、実際に検査を実施した。また、その結果からよりよい支
援について考えることができた。
・振り返りシートの意義については理解を得られているので引き続き取り組みを続けていき
たい。
・小、中、高各学部共に「交流及び共同学習」において、交流校と共通理解を図り、打ち合
わせをすることができた。各学部年間3回の交流を実施することができた。

・アセスメント研修時だけではなく、検査について紹介する機会
を持つようにして、より広く活用ができるようにしたい。
・振り返りシートについては、丁寧な説明と、継続していくことで
理解してもらい、活用を促進したい。
・「交流及び共同学習」について、今年度同様に共通理解、打ち
合わせを行い、よりよい交流に努めたい。また、交流の様子を
相手校の了承のもと、HPに掲載し、情報を発信していく。

・外部講師を招聘して安全・安心な学校づくり
に生かす。
・児童生徒通学時の防災避難マップを作成す
るとともに、関係機関への協力依頼を行う。
　

・外部講師による防災に関する研修を実施する。
・スクールバスを中心とした通学路における避難マップを作成す
る。

ＰＬ：生徒指導・保
健

ＳＬ：小中高

・スクールバスによる登下校時の地震災害対応のハザードマップを作り上げることができ
た。また、その中に児童生徒の家の場所をシールの色を変えて付け加えたことで、わかり
やすいマップに仕上げることができた。自力通学の生徒の危険箇所がないかも調査した。
避難時の迅速な連絡を可能にするため、保護者や教員に一斉メールを登録依頼をした。引
き渡し訓練を通して実践してみたが、連絡開始後、1時間で完了した。防災学習として、備
蓄食の学習と体験を2月24日に実施し、防災意識を養うことができた。

・地域自治組織と防災意識の共通理解をおこない、、地域の防
災計画について話し合う。備蓄食の搬入時の注意点をまとめ
る。備蓄品のリストを作り、準備の話し合いをする。本部の動き
や指示伝達方法などをまとめたマニュアルを作る。

・学校HPを中心とした情報発信を年間を通じて行う事ができた。各学部のHP担当が中心と
なり、学校行事や学部行事、校外学習等の内容を定期的に更新することができた。（２月現
在１０２件の記事を公開した）
・西有田祭りへの参加や販売学習、もちつき大会や梨の学習を通じて、石松地区の方々と
交流をすることができた。

・引き続き、各学部のHP担当者を中心に学校HPの更新を行う
ことで情報発信をしていく。また、HPを更新できる教員を増やす
ことで学校HPの充実をめざしていく。

（２）OJTによる授業改善と組織力の強
化２（教育の質の向上）

○支援者ミーティングにより設定した目
標を達成するための課題解決学習につ
いて、ＯＪＴ によるより効果的な授業改
善に取り組み、教育の質を高め組織的
な授業力の向上を目指す。

①研究グループによる授業づくり
ミーティングを実施 し、より効果的な
指導等について各グループでＯＪＴ
を実施（子どもの「考える力」・「自己
決定する力」・「コミュニケーションす
る力」の育成を意識して）
②各学期に授業参観週間を設け、
改善された授業を保護者等に公開
する　（満足度８０％以上）
③一人一教材･教具の工夫改善の
取組による授業改 善　（全教職員）

・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。

・アセスメント研修、校内リソース活用研修など校内の人材を活
用した研修会の実施。
・外部講師を招聘しての研修会では、校内のニーズを探り講師
の選定を行う。
・教材・教具展では早期からの呼びかけにより出展数のアップ
と、作成の意図やねらいが明確に伝わるような工夫・場の設定
を行う（年２回実施）。

ＰＬ：研究
ＳＬ：小中高

・授業改善の取り組みを学校研究に位置づ
け、各グループでOJTによる授業改善の取り
組みを行う。

･研究グループによる「授業づくりミーティング」を実施。各グ
ループで授業づくりを行った授業を実施し、反省会などを開催す
ることでＯＪＴによる授業改善を行う。

ＰＬ：研究
ＳＬ：教務　小中

高

・各学期に授業参観週間を設定し、めあてを
分かりやすく示して改善した授業を展開する。
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。

・アンケートの回収率を参観者の５０％をめざす。アンケートを封
筒に入れ、持ち帰って記入できるようにするなどの工夫を検討
する。

ＰＬ：進路
ＳＬ：教務・研究

（３）保護者･地域・関連機関との連携強
化と安全・安心な学校づくり

○保護者･地域･交流先等に向けた積
極的な情報の発信。地域のリソースを
活用した教育実践の展開と地域に根ざ
した学校作りの推進、及び児童生徒が
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情報
共有と地域のリ ソースを活用した授
業実践　（学部年１回）

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災害等を想定した教職員の防災
研修の実施と児童生徒の通学路の
防災避難マップ作成

・ホームページや情報掲示板等を活用して情
報発信する。
・地域のリソース（人材等）を活用した教育活
動を行う。

・各学部のHP担当者を中心に情報の発信を積極的に行なう。ま
た、HPをカラー印刷し、月1回、公民館に掲示を依頼する。
・「梨の学習」「もちつき交流」「平和学習」等の行事・学習に地域
の方々の協力を依頼する。
・西有田まつりでの販売や駅伝の参加を通じて、地域との交流
を深める。

ＰＬ：教務

ＳＬ：小中高

・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。
・「交流及び共同学習」について、効果が高ま
るように計画を密にする。

・本校の児童生徒に、より広く使えるアセスメントを含んだ研修
を取り入れ、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することを継続することと、支援の
振り返りシートを集積して、支援の事例集を作成することで、セ
ンター的役割を果たす。
・「交流及び共同学習」においては、交流校と研修会や情報交
換等を行い、共通理解を図る。交流ごとに打ち合わせを行い、
学校間交流では小中高ともに年３回の交流を行う。

ＰＬ：ラポール

ＳＬ：研究

・第１回授業参観ウィークのアンケート回収率３６％を受け、アンケートの書式や形態を改善
した結果、第２回目は６３％、第３回目は５２％と目標を大きく上回ることができた。授業に対
する満足度は、第２回目が９６％であったが、その他は１００％であった。

・今後も早めに案内をするなどして、参観者を増やし、改善され
た授業に対して多くの意見をもらえるようにしていきたい。

・対象学年の全児童生徒全員に、PATHの技法を用いた懇談会を実施した。今年度対象外
の学年（前年度までに実施済み）も含め、懇談会の結果については、個別の指導計画作
成・修正時に結果を反映させ、該当箇所にラインマーカーで印をつけ、可視化を行った。指
導計画の修正・評価を通して、懇談会の結果の評価や見直しを行うことができた。
・５月に学校PATHという形で、PATHの進め方に関する全職員対象の研修会を実施した。
また、該当学年の職員と希望者を対象として、７月にPATHの技法を用いた研修会について
の研修会を実施した。

・OJTに関しては、先生たちの
取り組みが十分わかる。授業の
中で個別に授業内容の工夫が
あるのも良い。iPad使用の視覚
的支援ができているのが良い。

・学部内参観は大切であると思
う。その記録と積み重ねが必要
である。

・OJT授業力自己診断シートについて、相互評価の方法を、簡
潔でわかりやすい方法に改善する。

・各学部毎に「授業づくりミーティング」を実施した。１学期に模擬の「授業づくりミーティング」
を学部毎に行い、ミーティングの進め方を共通理解した後、２学期に各学部毎に「授業づく
りミーティング」を通した授業作りを行い、公開した。（中学部は特定研で公開、小学部・高
等部は学部内・学部間参観時に公開）
・OJT授業力自己診断シートについて、中間評価以降の取り組み時に、相互の意見交換・
アドバイスや評価を取り入れた。

・ラポールと共催で４月にアセスメント研修を行い、専門性の向上を図った。リソース活用研
修と外部講師研修については、一部を「日田支援学校オープンセミナー」として、地域の学
校にも公開した。
・教材・教具展については、展示時に「説明シート」を添付することにより、それぞれの教材・
教具の作成のねらい、成果や課題をわかりやすく示すことができた。また、各学部で出展の
呼びかけをこまめに行ったことで、９割以上の職員の出展があった。

・４月末の家庭訪問で今学期の「個別の指導計画」の内容を提
示し、保護者との共通理解を図る。また、各学期末のPTAで、評
価について説明し、次学期の指導の方向性を示し、必要に応じ
て計画を修正する。
・一人一人の目標を達成する上で求められる「合理的配慮」に
ついては、保護者との合意形成の下、「個別の指導計画」に関
連する項目についての番号を明記して説明する。

ＰＬ：教務

ＳＬ：小中高

・個別の指導計画の書式や記入方法については、年度初めのオリエンテーションや職員会
議に加え学部会等で教務担当者が説明することで概ね統一をはかることができた。また、
内容についても、学期ごとの面談を通して重点指導項目を明らかにし、必要に応じて加筆、
修正を行う事ができた。
・PATH面談から導き出された課題を個別の指導計画に反映するまでの流れ（フロー図）を
作成し共有することができた。
・一人一人の目標を達成する上で求められる「合理的配慮」については、個別の指導計画
の整備に加え、教育支援計画に配慮事項を記載したシートを追加することで、指導計画と
の整合性を図ることができた。

・学期ごとの個人面談については、時間の確保と内容の充実を
図る必要がある。ＰＡＴＨ面談の持ち方や見直しも含めた保護者
との共通理解のための話し合いの持ち方についての研修会を
実施する必要がある。また、PATH面談で明らかになった課題に
ついては、フロー図に沿って個別の指導計画に反映し、継続し
た指導をおこなうようにする。

・キャリア教育に関する情報紙「進路だより」の
発行や授業参観週間、PTA、保護者のための
進路学習会などを通じて毎月情報提供を行
う。

・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
者対象の進路学習会を学期に1回以上実施する。また、学部に
応じて必要とされる内容が違うため、学部ごとの学習会など
ニーズに合った内容を検討し、参加しやすい方法を考える。
・教職員１人ずつの進路に関する知識を増やすために、教職員
向けの進路研修会（年３回）を実施し、情報提供を心がける。

ＰＬ：進路
ＳＬ：小中高

実施時期　平成２９年３月

平成 ２８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 ○

・｢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。

・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。
・「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。

●

●

●

・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ていきたいと考えている。

・課題からの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。

・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。

学校教育目標 中期目標 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

（１）キャリア発達を踏まえた一貫教育を推進
（２）OJTによる授業改善と組織力の強化２（教育の質の向上）
（３）保護者･地域・関連機関との連携強化と安心・安全な学校づくり

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組
取組指標 ＰＬ

ＳＬ 評価

自己評価結果
次年度の改善策 学校関係者評価

分析・考察

総合評価

〔重点目標１〕
〇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〕
〇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〕
〇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。

3

3

3

（１）キャリア発達を踏まえた一貫教育
を推進

○児童生徒一人一人の取り組むべき
課題解決に向け準備した、キャリア発
達に応じた指導内容を計画的に指導す
ることにより、卒業後を見据えた一貫教
育を推進する。

①新たな小学部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（全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、一貫した教育の提供
を実現 （計画の達成度８０％以上）

・新たな該当学年の児童生徒にPATHの技法
を用いた支援者ミーティングを実施する。
・これまで実施した児童生徒の今取り組むべ
き指導内容（計画）について見直しを行い指導
にあたる。
・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。

・対象学年（小１、小４、中１、高１）に対し、ＰＡＴＨの技法を用い
た懇談会（支援者ミーティングも含む）を全員実施。対象外の学
年については、夏季休業中の面談などを利用して、ＰＡＴＨの話
し合いの結果を見直し修正する。
・ＰＡＴＨの技法を用いた話し合いや、見直しなども含めた話し合
いのための研修会を実施。

ＰＬ：研究

ＳＬ：教務・進
路

・PATHの取り組みについて理
解できる。取り組みに対する先
生方の熱心さが伝わる。
・先生との話し合いの機会を増
やしてほしい。

・重点目標をPDCAサイクルで
熱意を持って取り組んでいけば
良い。

・各種研修の講師選定について、早期からの希望調査を行い、
職員の希望を反映できるようにする。
・教材・教具の工夫改善は、次年度１０割を目指す。

・「進路だより」については、計画どおり年間５回の発行を行い、保護者に対し情報発信する
ことができた。全学部の保護者に対して必要な情報を提供するよう心がけていたものの、内
容が高等部に関するものに偏りがちであった。
・保護者対象の進路学習会については、保護者アンケートをもとにした内容で、学期に１回
ずつ実施した。ダイレクトBについては、更に学習を深めていく必要がある内容であったが、
その他については、概ね好評の感想であった。
・教職員対象の研修では、「相談支援事業所について」「生徒が会社の戦力となるための理
解」「職場開拓・高等部３年進路状況報告会」の内容で実施した。年３回の研修のみでは、
進路についての情報を十分に収集できないという意見があった。

・小学部、中学部段階で必要になること等についての内容を、
今年度以上に取り込む。
・学部別の保護者学習会を実施するなど、形態を工夫する。
・メール等を活用し、こまめな進路情報提供を教職員に対して
行う。

・７月の「PATHの技法を用いた懇談会」についての研修会につ
いては、懇談会の進め方について周知を図るため、全員参加と
する。

・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ことで連携を図
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を
実施する。学期ごとに達成度を確認し、必要
に応じて計画を修正する。


