
(別紙様式１）

ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー
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実施時期　平成２９年７月

・支援者ミーティングから導き出された課題を個別の指導計画に位置づ
けるまでのフロー図を作成し、職員会議や学部会で提案し教職員の共
通理解を図った。

・既存する就労支援チェックリストを使って実際にチェックし、改善点の
洗い出し作業を行った。「できるための支援を具体的に記入すること」
や「重度の生徒にとって必要な力についての観点が不足していること」
が挙げられた。
・６月末現在、就労支援アドバイザーにより、６件の新規開拓ができた。
・「進路だより」「保護者対象進路学習会」ともに、１回ずつの発行また
は開催ができ、高等部現場実習や新規立ち上げ事業所について等、
進路に関する情報を保護者に提供できた。

・チェックリストの項目の検討・整理を行った。新学習指導要領「国語
科」を基とし、新たに盛り込まれた目標や項目を取り入れた。また、学
部間で調整して一貫性をもたせるために、「知識及び技能」「聞く・話す」
「書く、読む」の３グループを学部毎に編成し、学部を超えた項目毎のグ
ループ別作業ができるようにした。

・学校公開時に、「第一回教材・教具展」を行った。主に校外からの来
校者に向けて、昨年度作成したデータベースの公表や、各学部から出
展された教材・教具の紹介を行った。説明シートを一緒に展示すること
で、教材制作の意図等も周知できている。

平成 ２９年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

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 ○

・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。

・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。

・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、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 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。

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。

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。

・対象学年（小１、小４、中１、高１、転入生）で実施する支援者ミー
ティング（ＰＡＴＨの技法を用いた面談）を完全実施。
・ＰＡＴＨの技法を用いた面談実施の方法や見直しなども含めた研修
会を実施し、ＰＡＴＨの技法を用いた面談の定着を図る。(年間2回)

（１）キャリア発達を踏まえ、卒業
後を見据えた「自分らしく生き抜く
力」の育成

（２）学び合い、高め合う教員組織
の構築と授業改善

（３）保護者･地域・関連機関との
さらなる連携強化と安心・安全な
学校づくり

①児童・生徒一人ひとりの目標「今、
取り組むべき課題」についての取り
組みを保護者等との面談を通して確
認・見直し・修正をしていくことで個
別の指導計画の充実を図る。（学期
1回）
 

②高等部３年生の希望進路達成率
を１００％にする。

・該当学年の児童生徒に支援者ミーティ
ング（ＰＡＴＨの技法を用いた面談）を継
続的に実施し、今、取り組むべき課題を
共通理解する。

・「自分らしく生き抜く力（卒業後を意識し
て設定した目標）」を児童生徒、保護者
と共有することで、個別の指導計画の充
実を図る。

・「就労支援チェックリスト」を活用し、児
童生徒一人一人の「自分らしく生き抜く
力」(卒業後を意識して設定した目標)を
獲得するための教育を提供する。（高等
部）

①「自分らしく生き抜く力」に関連す
る国語科の指導項目について各学
部で検討し、学部間で調整すること
により一貫性のある指導段階が明
確なチェック表を作成（9月末）し、授
業実践を行う（各学部1回）。

②一人一教材･教具の工夫改善の
取り組みによる授業改善。（100％）

③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　（参観者の満
足度100％）

・国語科の 近接領域チェック表を作成
し、それをもとに授業実践を行う。

・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。

・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、授業改善に役立てる。

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（各学部1回以上）
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の継
承（2名育成）

③関係市町や地域の自治組織と連
携した災害対策と校内の防災対応
の再点検と整備（災害時における本
部の動態、指示計画などのマニュア
ルの完成　3月）

・ホームページや掲示板等を活用して積
極的な情報発信を行う。
・地域の人材等を活用した教育活動を
行う。

・複数名での巡回相談や巡回相談後の
考察を実施し、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。
・県西部地域の小中学校特別支援学級
の特別支援教育の整備充実を図る。

・地域へ情報発信を行い、防災意識の
共通理解を行う。
・2年次の備蓄食計画を実施する。
・災害時における本部の動態、指示計画
を立てる
・保健医療その他機関との連携づくりを
進める。

重点的取組達成(成果)指標重点目標

学校教育目標 中期目標

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 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

評価 重点的取り組み･取り組み指標の実践
ＰＬ
ＳＬ

取組指標 検証結果

重点目標

（１）キャリア発達を踏まえ、卒業後を見据えた「自分らしく生き抜く力」の育成
（２））学び合い、高め合う教員組織の構築と授業改善
（３）保護者･地域・関連機関とのさらなる連携強化と安心・安全な学校づくり

･支援者ミーティングや家庭訪問、学期ごとの保護者面談等により、
「今、取り組むべき課題」を相互で確認し、ミーティングシートや個別
の指導計画へ反映させる。（反映した部分をマーカーで示す）(各学
期に１回)

・高等部全生徒の就労支援チェックリストによる一人一人の 近接
領域の課題を明確にする。(8月末)
・新規開拓事業所20社、卒業生の就労先訪問10社、開拓したが実習
が行えていない会社訪問10社をめざす。
・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回実施する

・支援者ミーティング（ＰＡＴＨの技法を用いたた面談）の実施について
保護者への依頼を行い、夏季休業中に実施する。
・研究部を中心に「学校ＰＡＴＨ」の研修を2回行い、PATHの目的や話し
合いの仕方について教職員の理解を徹底した。

今後の改善策
学校関係者評価

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究

ＰＬ：教務

ＳＬ：小中高

・支援者ミーティングの結果を「ミーティングシート①」にまとめ、個別
の指導計画の先頭ページに綴じるようにしていく。

・１学期末ＰＴＡでの個人面談や夏季休業中の支援者ミーティングか
ら導き出された課題を「ミーティングシート②」に記入し２学期以降の
個別の指導計画の該当部分にアンダーラインを引くことにより反映す
るようにしていく。
・取り組みについての評価も必ずおこなうようにする。。

・各作業班主任、生活教養科教員で構成する検討委員会で、具体的
に挙げられた改善点について検討していく。チェックリストを使って、
一人一人の 近接領域の課題を把握し、共有を図っていく。
・夏季休業中に全教職員で、新規開拓事業所、卒業生就労先事業
所、実習を行えていない事業所をそれぞれ１０社程度訪問する予定
である。
・今後も、定期的に「進路だよりの発行」や「保護者対象進路学習会
の開催」を行い、進路に関する情報を保護者に提供していきたい。

ＰＬ：進路

ＳＬ：小中高

・各学部で国語科の 近接領域チェックリストを作成し、学部間で調
整して一貫性をもたせる。作成したチェックリストを用いた授業実践を
通して、授業改善を行う。

・年２回「教材・教具展」を行い、子どもの課題に応じて作成した教材
教具を相互に紹介する。教材については、データベース化し、随時
職員が活用したり、学校公開時に来校者が閲覧したりできるようにす
る。

・めあて等の資料をわかりやすく作成する。
・授業参観週間の案内を保護者や関係機関へ早めに行い、１００人
の参観者（延べ人数）をめざす。
・参観者がアンケートを記入しやすいように書式等を工夫し、参観者
の満足度１００％をめざす。

・保護者や関係機関へ案内を早めに出したり、ホームページに掲載し
たりして、授業参観週間の周知を行った。あわせて、各授業の内容を
分かりやすく掲載した冊子も配布した。参観者の延べ人数は６４名、ア
ンケート回収率は６２．５％であり、。アンケートに回答した方の授業満
足度は、ほぼ１００％であった。

ＰＬ：研究
ＳＬ：小中高

ＰＬ：進路
ＳＬ：教務・研

究

・チェックリスト作成の前提となる職員間の共通理解につながることを
目的として、夏季休業中の「指導力向上事業に係る研修会」で、
チェックリスト作成に関連した「知的障がいのある子どもの国語科の
指導について」という研修会を行うこととした。

・「第一回教材・教具展」では、来校者に向けのアンケートを行うこと
で、来校者の意見や、どのような教材が見てみたいかというニーズな
どを把握することができる。

・今後も多くの方に参観してもらえるよう、早めの案内をしていきた
い。アンケートの回収率を上げるため、授業参観者に各教員から声
をかけるなどの工夫をしていきたい。

ＰＬ：研究
ＳＬ：教務・

小中高

・ＨＰ担当（教務、各学部）を中心に、学校行事、学部行事、学校間交
流や地域交流などのＨＰ公開を各学部月1回以上更新を行う。
・総合的な学習の時間、作業学習、平和学習等の行事や学習で地
域の方々にゲストティーチャーを依頼する。（各学部1回以上）

・複数名での巡回相談や巡回相談後の考察を実施し、センター的役
割を継承していく。（複数名での巡回相談及び考察を年間５０回以上
行う。）
・小中学校の特別支援学級の教育を充実するため、基礎的環境整
備や個別の指導計画、教育支援計画等の整備を行う。

・地域へ防災意識の情報発信を行い、話し合いの場を増やしていく。
（学期1回）
・備蓄食の搬入時の注意点をまとめたり、備蓄品のリストをつくったり
して、備蓄品の準備を進める。（学期1回）
・本部の動き、本部の指示伝達方法などをまとめたマニュアルを作
成する。（3月）
・児童生徒の健康状態を把握し、感染症予防のための環境を作るた
め、かかりつけ医や使用している医薬品を含めた個別データの確認
を行い変更後、その都度 新のもにしていく。（学期1回）

ＰＬ：生徒指導

ＳＬ：保健

ＰＬ：ラポール

ＳＬ：小中高

ＰＬ：教務

ＳＬ：小中高

・情報担当者を中心に学校HPを通じ情報発信を行う事ができた。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。（7月現在  ２９件の記事を公開した）
・高等部の総合的な学習の時間（趣味・余暇を広げよう）に、日田室内
楽協会の方を迎えた学習ができた。

・保育園・こども園1件、幼稚園　3件　小学校 15件、中学校0件の計19
件の巡回相談をおこなった。引き継ぎを受けながら複数名での巡回相
談を実施することができた。
・玖珠町九重町の小中学校の特別支援学級に、各学校週１回程の
ペースで通い、授業や個別の指導計画、教育課程等について改善に
向けた取り組みを行った。特別支援学級担任と話し合い、指導や教材
教具の例を提示するなどして授業改善を行った。

・本校の危機管理マニアルを見直し、地域へ防災意識の情報発信を行
うための資料を作成することができた。
・職員研修として、避難所開設演習を7月28日に実施する予定である。
・1学期の終わりに、賞味期限の切れた備蓄食の入れ替えを働きかけ
た。
・様々なケースに応じた本部の動き、本部の指示などを時系列にまとめ
たマニュアルを作成することができた。
・保護者より提出されたデータをもとに、傷病者情報ファイルを学部ごと
に作成した。

・各学部の情報担当担当者を中心に定期的なHPの更新をおこなうと
共に、情報掲示板に学校行事等を掲示することで、地域への情報発
信をおこなっていく。
・小、中学部は、２学期以降にゲストティーチャーを迎えた学習を行う
予定である。

・２学期以降は、さらに来年度以降への引き継ぎも考慮して複数名で
の巡回や考察をおこなっていく必要がある。

・特別支援学級担任だけでなく、交流学級や学年部を中心として、教
員全体との共通理解が必要。

・本校の危機管理マニアルや今年度のハザードマップ、備蓄品リスト
など本校の取り組みを、公民館長を窓口にしながら、話し合いの場を
持つ。
・夏季休業中に、備蓄品のリストをつくり、備蓄品の準備を進める予
定である。
・今年度のハザードマップの作成を夏休みにする予定である。
・災害時における本部の動きや危機管理マニュアルを再度検討見直
しを行い全職員で共通理解していく。
・医薬品を含めた 新の提出データを確認するため、チェック体制を
確立する。服薬が変わった際に処方箋を提出しその都度作り替え




