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ＰＬ：特別活動

ＳＬ：進路

ＰＬ：ラポール

ＳＬ：研究

ＰＬ：ラポール

ＳＬ：進路

○１学期初めに、各学部ごとに共通理解の場が持てた。
○個別の指導計画の１学期の評価を、◎（達成度100%）○
（達成度70%以上）△（達成度50%以上）×（達成度50%未満）
で視覚的に表し、さらに課題や今後の指導事項等を文章表
記により補う形式を取り入れた。
○授業参観週間を学期に１回設定した。連続４～５日の参観
であったが、参観いただいた方の人数は例年(１日)と大差な
かった。アンケートの結果を見れば、「お父さんが初めて参観
できてよかった」「いろいろな授業を見られてよかった」と高評
価はいただいている。3学期のアンケートによれば、指導内
容（３．８）、教職員の支援（３．４）、参観を1週間にしたこと
（４）であった。

○来年度も各学期の始めに全学部の児童生徒の共通理解の時間をと
る。
○指導計画の書式や評価の記入方法についての記入例を提示し学校内
で統一したい。
○回の授業参観週間を設定したが今回は感想を記述式としていたので、3
学期にも授業参観週間を設定し、差の際は授業を見る視点を提示し評価
しやすいようなアンケートを導入する。

○各学部ごとに授業研究会を実施し、ＰＡＴＨの面談を行い
個別の指導計画に反映させ互見授業を実施できた。
○12月に教材教具展示を行い、33作品が出展があり互いに
審査を行った。
○夏季休業中にPATHを使った面談を各学部で実施した。ま
た、児童生徒に実態に応じたアセスメントを実施した。
○年間を通して4名の教員が県外の研究会等に参加でき、
環流報告によって情報の共有が図られた。

○来年度も引き続き、保護者への指導計画等の変更の説明をPTAなどを
使い適宜行い、実施結果をPTA面談、個別の指導計画・個別の教育支援
計画・通知表の保護者説明などでお知らせする。
○来年度以降、ＰＴＡＨの手法を使った面談を各学部1年生及び小学部4
年生で実施予定。（3年後の姿）
○小中高12年間を見通した指導を行うための柱となる発達、指導段階表
等の整備を行う予定。

○PATHによる保護者の考えやアセスメントによる児童生徒
の実態を踏まえた互見授業を学部ごとに実施でき、短時間
であっても各学部ごとに意見交換会（事後研）を行うことがで
きた。
○学部間参観を各学期ごとに実施でき、参観者も昨年度を
上回ることができた。また、授業後のアンケートを専用ホル
ダーに掲載することで、意見の共有ができた。

○本年度実施した互見授業を引き続き行い、授業の精度を高めねらいや
評価について共通理解を行う。
○教材・教具の蓄積を行い、全教職員が共有できるシステムを構築する。

○ＰＴＡＨによる面談等でできた保護者、換券機関、学校の連携をさらに
発展させるため、支援会議等を継続して実施予定。

○保護者とPATHの手法を用いた話し合いを、夏季休業中に
行うとともに全教職員での共通理解をはかる会議を行った。
○1学期末のPTAで「ぴぃたぁパン」の渡辺さんを講師にお招
きし、「在学中にやっておいた方が良いこと」という演題で講
演をしていただいた。

○職員研修を行い、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（マニュアル）を
行う。
○学部毎に課題が違うので、学部に応じた内容を検討し、研修会を企画
する。

○夏期休業中に実施。２３ヶ所の開拓をおこなった。そ
の内、中・高等部で１０ヶ所に実習の受け入れをしてい
ただいた。
○職場開拓前にアンケートを配布し、保護者より情報を
収集した。
○夏期休業中の開拓結果を元に今後実習の受け入れ
や雇用に結びつきそうな企業に連絡を取っている。今回
は実習の受け入れの許可をいただいた企業には全て実
習を実施した。

○開拓を毎年実施することがどれほど効果があるか疑問に思う意見も
あったが、顔をつなぎ、度々訪問することによって得られる信頼関係もあ
るという意見もあったので、今後も継続していく。
○保護者からの情報提供は少なかったので、今後もPTAやいろいろな機
会を通して情報提供の呼びかけをしていきたい。
○職員･保護者にアドバイザーの仕事内容などを周知するとともに、アドバ
イザーから保護者に、就労する上で大切なことや開拓した企業について
の説明などをする機会を設ける予定。

（１）〔個別の教育支援計画
→個別の指導計画（12年
間を見通した教育課程
ベース）→授業プランニン
グ→授業→授業検証・改
善〕のサイクルの徹底、通
知表評価の図示化･数値
化（視覚化）

○学部内で「児童生徒・保護者のニーズ」（個別の教育支援計画記
載）を共通理解する場を各学期初めに設定し、個別の指導計画に
反映させ互見授業により成果と課題を検証する。
○各単元具体的な目標を設定し、目標ごとに達成度を◎○△×を
表記し、文章評価で補う。

（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

○学部を超えた教師間の連携を図るために、授業研究を各学部1
回、年間3回行う。
○夏季･冬季休業中に自作教材教具の展示およびデータ化し、ひ
とり1教材教具作成を行う。
○学部研究報告会を年２回行う。
○県内外研修出張環流報告を研修から1ヶ月以内に、全体の会議
の中で行い、成果を共有する。

平成 ２６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

・先日のPATH研修の話は保護者には難しい。指導計画のど
こに反映されたかの説明が必要。
・保護者はPATHを通じて何をすればいいのか説明が必要。
･PATHをどのように個別の指導計画に落とし込んだのか？
またその実践結果を保護者へ伝えてほしい。通知表評価と
PATHが結びつかない。
・PATH面談の取り組みに教員間で差がある。

ＰＬ：教務

ＳＬ：進路・生
徒指導・保健

分析・考察

４
(3.7)

３
(3.6)

○夏休みに日田市内の講師を招き「ことばの教室」「日田市
の福祉の現状」について講演をいただき、特別支援学校教
員としての専門性の向上を図った。
○全児童生徒にアセスメント検査をおこない、実態把握を行
うと共に高等部の作業学習に関しては、発達段階表を作成
し、生徒の実態把握を行い、ニーズに応じた授業を実施し
た。
○3月にＰＴＡと協働して、熊本大学の干川教授を再度招き、
保護者、関係機関（施設）の方を対象とした研修会を実施し
た。各学部の新1年生保護者が多数参加していただいた。
○2月に、熊本県立荒尾支援学校の中山校長先生小田先生
を招きＰＡＴＨの手法を使った支援会議の演習を実施した。

（３）地域の学校との「交流
及び共同学習」、地域との
交流活動の推進

○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
機会を確保し充実させる。
○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を学部毎に児童生徒の実態
に応じて取り組む。

前年度評価結果の概要

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　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。

○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。

○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。

●児童生徒一人一人に対応する指導内容の設定、指導計画の作成に向け取り組む。評価については数値化を含めよりわかりやすいものへと改善する。
●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。

●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。

●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。

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年間一貫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、地域におけるセンター的機能の発揮及び強化
４．障がいの重度・重複化、多様化に対応できる専門性の確保

１．授業改善・事業改善(行事)
に繋がる専門性の向上

○計画的な研修を行うと共
に、児童生徒のニーズを的
確に把握した授業改善
　※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３．７
以上

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究

ＰＬ：研究

ＳＬ：小中高

ＰＬ：研究

ＳＬ：小中高

（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

○年2回程度、保護者・地域・関係機関を対象に行事を主とした
オープンスクール(学校公開)を実施する。また授業公開、研究授業
を地域学校に周知し、専門教育の機会を提供する。
○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、出品を呼びかける。児童生徒と保護者の合同の種目を設け
る。

（２）特別支援教育のセン
ター的機能の充実・発揮

〇年度当初の地域の小・中学校等のコーディネーター部会で、本
校のセンター的役割や昨年度の相談実績について説明し、周知を
はかることで、相談体制を整える。
○巡回相談、関係機関との会議、相談会について、ラポール部の
全職員が最低１回ずつは参加し、研修することで、それぞれの力
量を高め、センター的機能を充実させる。
〇本校職員向けアセスメント研修（事例研究等）を夏季休業中を中
心に１回以上行う。

２．キャリア発達を意識した
キャリア教育の効果的実践

○児童生徒の卒業時の適
性に応じた進路を達成
　※達成率100％

○ＰＴＡの進路研修や進路
部の進路学習会への保護
者参加
　※保護者の参加10割

（１）キャリア発達・キャリア
支援のための教育課程の
編成

○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。
○児童生徒の卒業後の姿(長期教育目標)実現のため、指導内容
段階表を作成し、活用する。
○３学期にPATH理論について職員対象研修会、保護者対象講演
会を行う。

（２）小・中学部に力点を置
いた１２年間を見通した一
貫性のあるキャリア教育の
実践

○全児童生徒について「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、小中高
それぞれの学部保護者の関心の高いテーマを設定し、年間計画を
５月中に配布する。

（３）全職員、保護者、地域
の協働による実習先開拓
や職場開拓を通した就労
支援

○小、中、高の全職員による実習先開拓・職場開拓を毎年夏季休
業中に行う。
○PTA時･各行事の際に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。

学校名　　　　　　　　　　大分県立日田支援学校

・就労支援アドバイザーの効果的利用により、就労に向けて
の情報収集や保護者への情報提供等、より一層役立ててほ
しい。

・児童生徒の情報交換はどの程度なされているか。

学校関係者評価
次年度の改善策

自己評価結果

評価

総合評価
次年度への展望等

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。また各学期にを設けた授業参観Weekにより「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。
　　　　　　　　　 ●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であり当初目標3.7は達成できなかった。保護者とのより緻密な連絡、相談により学習状況の説明を行う必要がある。
重点目標（２）　○PATHの技法を取り入れた研修会を年3回実施し夏季休業中にPATHの技法を取り入れた面談を実施することができた。また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。
　　　　　　　　　 ●次年度に向けた課題として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。
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することができた。また全学部において学校間交流を計画し実施することができた。各種行事においても地域から高い評価を得ている。
　　　　　　　　　 ●次年度に向けた課題として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。
　　　　　　　　　 ●地域の学校が自校解決できる教育相談の実現。

３
(3.6)

（３）･児童生徒の発達段
階･ニーズに応じた目標設
定による授業実践
･ICT機器、授業環境設定
等、個に応じた授業実施

○「互見授業の成果と課題」「単元ごとの目標達成の評価」を授業
改善に生かすため、学部で共通理解する会議を各学期末年３回行
う。
○学期に1回、年間３回の学部間参観を行う。学部間参観におい
て、授業目標設定や内容、教材教具、環境設定、教師の働きかけ
を視点に参加者が授業者をチェックする相互参観を行う。

ＰＬ：進路

ＳＬ：小中高

ＰＬ：教務

ＳＬ：研究

・11月実施の「西有田まつり」（本校グラウンド）では物品販売
の中で生徒と地域の一般客との会話ができている。支援学
校の参加により他の地域にないお祭りになっている。このい
い連携を継続して欲しい。
・地域の方との挨拶については非常に良くなっている。

○７月１日に学校公開を行った。
○運動会では保護者１２名に係を依頼し、協力していただい
た。児童生徒、保護者、同窓生、ボランティア等合同の種目
を設定することで参加者一体となることができ、大きな成果
を挙げることができた。学習発表会では、関連機関のパネル
展示及び児童生徒・保護者・教職員の出品を呼びかけ、展
示を実施した。全校リズムでは児童生徒・保護者・教職員が
出演する動画を作成し、皆が参加する行事の意識付けを
図った。

○同じ校区内の学校と、小学部は全体で4回、学年単位で4
回、中学部は学期に１回ずつ計３回、予定どおりの学校間交
流を行うことができた。高等部で学期に１回ずつ計画してい
た日田三隈高校との交流は、１学期の分が台風で中止され
たが、２学期と３学期の２回は実施することができた。また、
居住地校交流は、小学部で8名、中学部で４名実施できた。

◯小、中学部共に事前事後の学習の充実が課題となっている。交流の意
識をお互いに高めていくための学習のあり方を検討したい。高等部では、
今年度三隈高校の生徒が来校する形での実施となったが、本校から生徒
が訪問する形も過去には実施しており、日程を調整しながら来年度実施
の方向で検討したい。
◯学校周辺の清掃活動は春、秋などの気候のよい日を設定して、来年度
実施したい。

○各種行事の終了後に取ったアンケートを元に、次年度の計画立案を年
度内に取りかかる。

〇今年度、巡回相談を行った各園、学校に対して、アンケー
トを実施し、その結果を集約して、センター的機能が果たせ
るような相談につなげる。
○巡回相談は、夏季休業中以降に２名体制での相談を計画
し、実施できた。教育支援相談会は、毎回２名体制で参加す
るのは難しかった。
○心理アセスメント実施後、結果の活かし方については、学
部の授業研や互見授業において生かせるようにした。

○支援体制の継続・充実のため、来年度は年度当初より、２名体制での
巡回相談を計画し実施していけるよう、各学部に理解を求める。
〇教育支援相談会に、参加してもらえるよう、ホーム・ページでのお知ら
せ、卒業生の保護者への呼びかけを行う。また、ラポール部員も、可能な
限り参加する。
○次年度は研究部と連携して、年度当初にアセスメント全般について、夏
季休業中にＷＩＳＣを中心としたアセスメントの解釈についての校内研修を
計画する。

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
等に向けた研修実施
　※月1回の実施

○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
　※保護者の学校行事参
加率80％
　※児童生徒の挨拶率
100％


