
(別紙様式３）

グループ別学習や教材教具の開発、
学習生活支援機器（タブレットPCを含
む)などの活用を通して｢魅力ある授
業｣を実践する。 PL:研究研修主任

SL：教務主任 3

○情報機器を管理する場所を一箇所に決め充
電できるようにした。
○学校公開及び授業研究会において、一人一
つずつ教材教具の展示を行った。
○国語について、各自で指導内容の見直しを
行ったが、指導体制についてはできなかった。
○夏季休業中に美術、体育、情報、てんかん
の４つの内容の南石垣セミナーを実施した。

〇より充実した教材教具の展示をする。
〇南石垣セミナーに取り上げてほしい内
容についてアンケートを行い、セミナーを
実施する。
○タブレットＰＣは、電池交換やソフトの更
新に限界がきている。

評価点　３．４
・文化祭の作品、品質が素晴らしかった。
・教員の姿、態度に品格を感じた。
・職業訓練的な内容が多くなっている気がす
るが、子どもたちはのびのびと取り組んでい
る。

個別の指導計画の中で、児童生徒一
人一人の実態・特性に応じた指導方
法を工夫する。 PL:教務主任

SL：各学部主事 3

〇保護者との個別の懇談において年間指導計
画を開示・説明することで指導内容の共有を
行った。
○学期ごとにクラス、学年、学習グループでの
検討会を持つことができた。
○「配慮事項」を含んだ新しい様式を作成する
ことができた。

○各教科・領域で使いやすい指導計画の
様式を検討し、評価しやすい個別の指導
計画作りをめざす。
○「年間指導計画」と「個別の指導計画」を
連動させることで、さらなる充実を図る。

評価点　３．６
・ひとりひとりの子どもへの指導支援の意識
向上が足りない。

｢魅力ある授業｣の実践のための教員
の授業力の向上を図る。 PL:研究研修主任 3

〇教員全員が指導案を作成し、一人一実践の
授業公開を行うことができた。
○9割以上の教員が参加することができた。複
数の研修会に参加した教員も多数いた。

〇他の授業を見に行くのは難しいので、互
見授業のあり方について検討をする。
〇研修についてはメールなどを利用して積
極的に参加を呼びかける。

評価点　３．４
・魅力ある授業というのはわかりにくい。体力
作りをしているとか具体的に学校で何をして
いるのか表現する必要がある。

高等部３年生の希望就労先を自己決
定させ、保障する。 PL：進路指導主

任
SL：高等部学部
主事

3

○現場実習を通して、生徒の課題を把握した。
新規については２５社の開拓を行うことができ
た。
○１０日間、２０日間の実習を実施した。追加実
習も行い、希望就労１００％を達成した。

○学校見学会、技能発表会、校外作業な
どを通し、生徒の実態や力、支援の方法な
どを伝える。
○保護者向けの進路講演会を学期に1回
程度実施し、進路に関しての情報を伝え、
保護者の意識を高めていく。

評価点　３．３
・「迷惑でも採用してください」ではなく「彼らに
は良さがあります。是非使ってください」と考
える必要がある。
・大分県特別支援教育推進計画に示されて
いる一般就労を目指した組織的な取組の充
実の成果が見えない。

就労支援、キャリア教育の観点を取り
入れた指導内容チェックリストを活用
する。 ＰL：進路指導主

任
SL：各学部主事

3

〇各学期末に指導内容チェックリストによる評
価（計３回）をおこなった。実態の変化を把握す
ることができた。評価結果を個別の指導計画の
指導内容に反映した。

○評価が、さらにしやすくなるようにチェッ
クリストを検討していく。
○評価内容を個別の指導計画だけでなく
移行支援計画に反映できるように内容を
検討する。
○評価を教員だけでなく、生徒自身や保
護者も実施しする。

評価点　３．１
・学校で大事にされていると社会に出たとき
のギャップが大きい。
・一般就労を目指す生徒への配慮がもっと必
要である。

｢個別の教育支援計画｣等を活用した
ケース会議の充実を図る。

PL：教育相談主
任
SL：各学部主事

3

〇専門家を招いてのケース会議を年2回、保護
者を交えてのケース会議を2回、その他必要に
応じて学部会や学年会で情報交換を行うことが
できた。学部を超えて、全教職員で共通理解を
行ったケースもあった。
○教育相談便りは各学期に１号ずつ発行した。

〇学部学年での情報共有・共通理解を密
にするとともに、1学期の早い時期あるい
は必要に応じてケース会議を行う。
○「個別の教育支援計画」の作成に参考と
なる情報収集のための研修会等に参加し
て、その内容を「教育相談だより」で発信す
る。

評価点　３．２
・学校から情報発信の必要がある。
・学校だけでなく家族・関係者が一体となって
子どもの豊かな人間性や能力を育てていか
なければならない。

一人一人に応じた気持ちの良い挨拶・
返事・言葉遣いができる児童生徒を育
てる。

PL：生徒指導主
任
SL：特別活動主
任

3

○小学部（３３％）中学部（４１％）伸び率が高い
が、高等部（１４％）と低い数値となっている。挨
拶運動が児童生徒会活動として定着し、日々
の地道な積み重ねで、児童生徒の実践力やコ
ミュニケーション力を高めるための役割を果た
している。

○挨拶において、適切な声の大きさや表
情、挨拶の後のちょっとしたコミュニケー
ションなど児童生徒の実態に応じたステッ
プアップを意識した指導に取り組む。
○文化祭では、取り組み態度の指導で児
童生徒のスキルアップを図る。

評価点　３．５
・挨拶をされるとうれしい。
・子どもたちの健やかな成長を祈る。
・いつも笑顔でいることができている。

学校間交流や居住地校交流を通し
て、児童生徒に社会性や思いやりの
ある心を育成する。

PL：研究研修主
任
SL：各学部主事

3

〇小学部は境川小学校との交流を７回実施し
た。中学部は中部中学校との交流を美術で1回
実施した。２回目はインフルエンザで中止に
なった。併せて、一燈園との交流会を年2回実
施した。高等部は別府翔青高校との交流学習
を２回実施した。本校での作業学習、翔青高校
での家庭科(調理)で交流を行った。
〇居住地校交流については、小学部７名、中学
部は１名が実施した。年間延べ１６回実施でき
た。

〇居住地校交流については、保護者・本
人の希望や相手校との話し合いのもと、年
3回程度計画的に行う。
○学校間交流については児童生徒の実態
や互いの学校の日程を調整しながら行う。

評価点　３．２
・他の学校との交流はなかなかなく、老人
ホームなどが多く、もう少し同じぐらいの年代
との関わりを持たせてほしい。
・一燈園との交流の準備に頑張っていた。

保健体育、朝の体力作り、帯の時間の
体力作り、部活動を通して体力の向上
と健康の保持を図る。 ＰＬ：保健主任

ＳＬ：特別活動主
任

3

○部活動では、個に応じた目標設定を行い、グ
ループ編成や練習内容を工夫し効率的に取り
組んだ。。〇「健康観察記録表」等でその日の
健康状態を把握させたり、感染症の流行期に
は体温のチェックを行ったりすることで児童生
徒の健康管理意識を高めることができた。

○状況に応じて教師が間に入りながら、適
切な人間関係作りも含めて体力の向上を
図る。
〇健康管理については、担任や養護教諭
を中心に、すべての教師が継続的に注
意・指導・助言をする。

評価点　３．６
・体力作りをもっとしてほしい。
・最悪の事故が起きたときに支援できる、また
はできていたとは言えない。

達成指標「保護者アンケートで授業満足度１００％」は８３％とほぼ達成、高等部３年生希望就労達成率１００％」は達成、「挨拶・返事・言葉遣い・体力評価の伸び率１００％」は挨拶・返事３５％、言葉遣い２６％、体力３５％とまだまだ達成できていな
い。自己評価ではチェックリストの活用と地域との交流が２となっており今後の課題である。学校関係者評価は、平均３．３と高い。次年度は高等部職業コースの人数も増え、一般就労へのさらなる取組が必要とされる。体力の向上、教科学習の充実
を図る。併せて、防災教育モデル実践校の指定を受けることから、よりいっそう防災教育に力を入れる。

前年度評価結果の概要

総合評価
次年度への展望等

達成指標「保護者アンケートで授業満足度１００％」は８８％とほぼ達成、高等部３年生希望就労達成率１００％」は達成、「挨拶・返事・言葉遣い・体力評価の伸び率１００％」は挨拶・返事２７％、言葉遣い２５％、体力２５％とまだまだ達成できていない。学校関係者評価は、平均３．４と高い。
次年度は全職員で児童生徒の情報を共有する機会を設け、魅力ある授業、キャリア教育、こころの育成、体力向上、健康管理に生かしていく。併せて、安全・安心な学校作りを行う。

平成２８年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

実態や特性に応じたキャリア
教育の充実

学校名  大分県立南石垣支援学校

自立と社会参加をめざした豊
かな心の育成と体力の向上

分析・考察

「魅力ある授業」の実践による
生活に根ざした基礎学力の向
上

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標

児童生徒一人一人の実態・特性に応じたきめ細やかな教育を進め、自己の持つ能力や可能性を最大限に伸ばし、自立と社
会参加をめざし、健康で明るく心豊かで、自立的、主体的な生活ができる人間の育成をめざす。

重点目標 達成(成果)指標

（１）『魅力ある授業』の実践による生活に根ざした基礎学力の向上
（２）実態や特性に応じたキャリア教育の充実
（３）自立と社会参加をめざした豊かな心の育成と体力の向上

取組指標

重点目標中期目標
（１)日常生活に必要な基本的な知識や習慣を身につけさせ、社会生活に行かす態度を育てる。
（２）キャリア教育の視点に立ち、働くことの喜びや意義を理解させ、職業生活に必要な能力や態度を育て
る。
（３）豊かな心を育み、健康で安全に留意する習慣を育て、体力の向上を図り、明るく楽しい生活を営む態度
を育てる。

3

3

3

授業改善に努め、保護者アン
ケートで授業満足度１００％を
めざす。
保護者満足度８８％

高等部３年生の希望就労達成
率１００％をめざす。
保護者満足度８５％

挨拶・返事・言葉遣い、体力の
項目で、全児童生徒の評価の
伸び率１００％をめざす。
保護者満足度８４％

○個々の児童生徒に応じた運動量の目標時間を個
別に設定し、評価の伸び率１００％をめざし、目標値
の達成や運動量の向上を図る。
○身体の健康を保つため、毎日の健康観察等を通
じて児童生徒に健康管理の意識を高める。

○児童生徒会、教職員が、登校時の挨拶運動を毎
朝行う。
○挨拶・返事・言葉遣いのチェックリストを活用し、評
価の伸び率１００％をめざす。

○小学部は境川小学校と年間７回、中学部は中部
中学校と年間２回、高等部は翔青・別府青山高校と
年間２回学校間交流を実施する。
○居住地校交流に積極的に取り組み、希望する児
童生徒一人3回以上実施する。

○進路指導部、就労支援アドバイザーを中心に生徒の希
望や特性に合った実習先、就労先を２０社開拓する。
○産業現場等における実習を年間2回、中学部で10日
間、高等部で２０日間実施し、評価を基に一人一人に応じ
た面談を通して、進路を決定し希望就労達成率100％を
めざす。

○キャリア教育の観点を取り入れた個別の指導計
画の作成をめざし、４月に実態把握を行い、１学期
末、2学期末、３学期末の年間３回指導内容チェック
リストによる評価を行う。
○夏季休業中に講師を招聘して、キャリア教育に関
する校内研修会を１回行う。

○「個別の教育支援計画」を活用したケース会議ま
たは、情報交換会を各学部で学期１回以上行う。
○教育支援計画作成の参考資料として、合理的配
慮や指導支援の方法等を内容とする「教育相談部
便り」を各学期１回発行する。

○児童生徒一人一つ以上の、教材教具の開発、学
習生活支援機器（タブレット型ＰＣを含む）の活用を
行い、教材展示を行う。
○国語、算数（数学）等の教科学習において、グ
ループ別や個に応じた指導など、指導体制の見直し
を行う。
○南石垣セミナー（教職員による自主講座）を３回実
施する。

○学期ごとに児童生徒一人一人の実態・特性に応じ
た｢個別の指導計画｣の評価を行い、検証及び修正
を行う。また、学期ごとに個別の指導計画を保護者
と協議し、次の学期の指導計画に反映する。

○全教職員が一人一実践の授業公開と指導案作成を年
間１回以上行い、互見授業を行う。
○全教職員が県内で実施される特別支援学校の公開授
業研究会に１回以上参加し、授業力の向上を図る。


