
(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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・各学部の情報担当者が中心となり、学校ＨＰを通じ情報発信ができている。
行事や校外学習等の実施後には、できるだけタイムリーに記事を公開すること
にも取り組み、各学部月１回以上の更新を行い、１１月１日現在６１件の記事を
公開することができた。
・高等部は、書道教室、梨の栽培、西有田まつりでの販売を通した交流など積
極的に交流を行うことができた。小中は地域の人材を活用した教育活動を計
画していたが日程調整がうまくいかず実施できなかった。

２学期の巡回相談件数は保育園、こども園１件、幼稚園３件、小学校４３件、中
学校３件、高等学校２件の巡回相談を実施した。件数は５２件で内４９件は複
数名での巡回相談を行った。考察は巡回の事前事後を含めて９８回以上実施
している。
小中学校特別支援教育充実事業に係る派遣は、対象となる各学校に３０回程
実施。特別支援学級担任と一緒に、教育課程の見直し、個別の指導計画の作
成、授業改善等に取り組んでいる。

・９月１９日に西有田地区振興協議会長・公民館長を含めて、今後の災害での
支援学校の役割についての話し合いをした。
・備蓄食を入れるバックを揃え、備蓄品のリストを作るとともに、最低限の物を
買いそろえることができた。
・本部の初期指示マニュアルを作成したので、第３回防災対策委員会を年内
に開き、検討する予定である。
・保健部とタイアップして、地震体験車での防災訓練の際、健康観察表を使っ
たバイタルチェックをして、心と体におけるケアを含めて実施した。
・医薬品に関しては、学期１回の点検ができた。さらに変更があった場合はそ
の都度個人データを最新のものにした。

・行事等で関わった地域の方々、関係施設、交流校等に学校ＨＰが周知さ
れつつある。今後も学校行事や学習についての記事を公開することで情報
発信を行っていく。（３月末　８０件）
・小中学部は３学期に地域の人材を活用した教育活動を音楽、生活単元学
習で実施予定である。

・今後も引き続き複数名による巡回相談及び考察を継続し、センター的役割
の継承をはかっていく。

・対象校の特別支援学級担任から、交流学級、学年部、学校全体へと充実
事業の理解が広がるような方策を探っていきたい。

・地域の方と防災に関する話し合いを３学期に計画している。
・備蓄品の完備に努めるとともに、福祉避難所としての備蓄についても含
め、地域の自治組織の話し合いを継続していく。
・５月の大雨の際における迅速な対応ができるように、本部の初期指示マ
ニュアルに準じた避難訓練を実施し、全職員の動きを確認したいと考えてい
る。

・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、その都度最新のもにしていく。（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

・各学部、作成した段階表を用いた日常授業実践を行うことを通して、内容
の改善や修正を行う。
・小人数グループによる学部間の内容調整作業を行う。

・教材・教具展の教材紹介等の方法等について、職員アンケートを行い、内
容の改善につなげる。

・今後も多くの方に参観してもらえるよう、今後も早めの案内を心がけていき
たい。また、アンケート回収率をさらに上げるため、授業参観者が回答しや
すいアンケートの様式や形態、アンケート回収呼びかけポスターの掲示等を
工夫点を考えていく。

ＰＬ：研究
ＳＬ：教務・

小中高

･外での活動や体験では、児童生
徒がのびのび活動している様子が
見られた。

・授業は毎回見ているが先生方が
いろいろ考えられている。

・継続した取り組みをお願いした
い。

・各学部で国語科の最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行うなどして、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５３名、アンケート回収率は６０．４％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

･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最近接
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

・対象学年で実施する支援者ミーティングを、夏季休業中を利用し対象学年の
全児童生徒に実施することができた。
・２回の校内研修（学校ＰＡＨと個別の指導計画への反映についての説明）を
受けて支援者ミーティングを実施した。実施後の意見等で「見通しを持ち懇談
を実施することができた」ということが挙げられた。

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から導き出された個人の課題を整理し、児童生徒にとっ
て必要な力を各学部段階で支援し、次の学年、学部（卒業後）へ繋いで行く
かを検討する必要がある。

・３学期末ＰＴＡ（保護者面談）にて「今、取り組むべき課題」についての評価
を保護者と確認し、次年度の方向性を明らかにし、次年度の個別の指導計
画へ反映させる。（反映した部分をアンダーラインで示す）

・より客観的に課題を把握できるよう、チェックの基準を明確化したり、複数
でチェックしたりする等、検討が必要であると思われる。また、把握した課題
を日頃の指導に役立てる方法も合わせて検討していきたい。
・新規開拓事業所は、就労支援アドバイザーと協力しながら、取り組みを進
めていきたい。
・引き続き「進路だよりの発行」と「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

･子どもはいくつになっても成長す
る。先生方も日々子どもの成長の
ために取り組んでほしい。親、学校
と子どものことで話し合いをしっか
りしてほしい。

小学部から、中学部、中学部から
高等部、もしくは次の担任への引
き継ぎをしっかりしてほしい。

・職場開拓は昨今人手不足が続い
ている。チャンスである。職場と生
徒のマッチングができると良い。
･進路では、親、本人の思いと適性
が合っていないときがある。本人
の実態をしっかり親に伝えてほし
い。
･親はどうしても子どものことを良く
見てしまう。客観的な評価を親にも
教えてほしい。将来の指針とした
い。

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

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

（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％）

・国語科の最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。

･西有田まつりで高等部生徒が地
域の方と販売活動を行った。礼儀
も良く、計算などもできる。社会へ
の実体験となるので続けてほし
い。

・引き続き巡回相談や派遣事業を
おこない特別支援教育を充実させ
ていただきたい。

・避難場所で、地域と学校の生徒
が使う場所の棲み分けをきちんと
してほしい。学校の児童生徒と地
域の方とを分けておく必要がある。
・通常の災害だけでなく、学校にい
る場合、スクールバスで移動中な
ど災害はいろいろな場合が想定さ
れる。そういった場合を考えた対
応が必要である。

実施時期　平成２９年12月

・懇談の内容をまとめたシート（ミーティングシート①）、取り組む課題を記入し
たシート（ミーティングシート②）を作成し個別の指導計画のファイルに綴じるこ
とができた。
・個別の指導計画に反映した部分について、２学期以降の取り組みについて
の説明を、２学期末ＰＴＡ（保護者面談）にて行い相互で確認することができ
た。

・各作業班主任や生活教養科教員で構成する検討委員会を中心にして、職業
生活科の生徒を対象にした「就労チェックリスト」、生活教養科の生徒を対象に
した「生活チェックリスト」を作成し、チェックの作業を通して最近接領域の課題
を把握した。
・就労支援アドバイザーや全教職員による職場訪問により、１１月末現在、新
規開拓事業所が15件、卒業生就労先訪問が16件、再訪問が22件となってい
る。
・進路だよりを３回発行、保護者対象進路学習会を２回開催し、進路実現に向
けた学習の取り組みや障害基礎年金等の情報を発信することができた。

・小学部と中学部は、新学習指導要領（解説を含む）の国語科の内容を段階
表にしたものを作成、高等部については、現行指導要領を基に段階表を作成
し、その中に具体的な指導場面等を書き加えたものを作成した。今後は、授業
実践を行いながら、学部間の内容調整等を行っていく。また、「指導力向上事
業に係る授業研究会」にて、作成した段階表を用いた授業実践を行った。

・第１回教材・教具展（６月）については、データベース化し、外部参観者に公開
するなど、活用を行っている。第２回教材・教具展については、冬季休業中に
実施予定であり、１２月１５日時点で、概ねほとんどの職員が説明用の教材・
教具シートを作成済である。

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。

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)




