
(別紙様式２）

○4月から11月末まで93回のホームページ更新を行った。日頃の授
業や職員研修、部活動等をホームページに載せる機会も増えた。ま
た、学校全体で更新する意識が高まった。
○防災及び進路に係る広報はホームページで行った。
○防災の取組の広報は4回、その他防災に関係する記事は3回更新
した。
○進路の取組の広報は5回、その他進路に関する記事は6回更新し
た。

○各学部担当者や分掌担当者と定期的に協議し、更新を進
める。
○適宜更新方法についての相談、助言を行う。
○各学部会で定期的に更新の呼びかけをする。
○保護者には連絡帳やPTAの場で、ホームページの閲覧を、
再度呼びかける。

○「なのみ祭」等の頑張っている取組を広く市
内の高等学校をはじめ地域の方に知ってほし
い。そのことで、地域で高等学校に通う生徒た
ちと同じように生活できるようになってほしい。

安心できる学校
計画的な研修および訓練実施と、その
評価の満足度１００％の達成

保護者との学校情報の共有や、学校の取
組への理解を深める。

○学校行事や各種活動などの学校情報を、学校ホー
ムページで随時（月２回以上）更新する。
○学校での防災の取組、職場実習や進路に関する情
報等を、各担当分掌より広報紙で年３回保護者に提
供する。

ＰＬ：ＨＰ担当者
ＳＬ：防災担当者
　　　進路支援主任

ＰＬ：保健主任
ＳＬ：学部主事
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○給食に関する個別の実態表を、全児童生徒分作成した。１学期は
その実態表に基づいて指導を行い、夏期休業中に見直しを行って、
２学期の指導につなげた。
○緊急時対応マニュアルの対象の児童生徒に、緊急時対応訓練を
各学期１回実施した。毎回、授業設定や担当の教員を替える等、児
童生徒の実態に即した状況で実施した。事後、成果と課題をまとめ、
マニュアル原本及び個別のマニュアルの改訂を行い、消防署への事
前情報提供にも取り組んだ。

○２学期終了後に給食に関する実態を見直し、３学期の指導
内容を作成する。注意を要する食材に意識を向けさせるだけ
でなく、マナー面の向上を図る。
○３学期も、１月を緊急時対応訓練実施月間として、全員の
訓練を実施する。より実効性のある訓練を目指し、担任不在
時を想定する等、児童生徒の実態に即した状況で取り組む。
また、実施後の成果と課題を共有し、改訂したマニュアルや
記録用紙等の実効の検証も行う。

○教室内に掲示されているマニュアル等よく
整備されている。ヒヤリハット事例を共有し、
生かす学校であってほしい。
○先生方の取組の姿勢に改善が図られてい
ると感じる。安心して過ごすことのできる学校
を目指して頑張ってもらいたい。
○給食の様子も見ることができた。子どもたち
の安全を確保するため、非常にきめ細かい対
応をしていた。

緊急時の適切かつ迅速な対応手段の確
立を図る。

○給食に関する個別の実態表を作成し、実態に基づ
いた指導および見直しを年３回実施する。
○個々の緊急時を想定した緊急時対応訓練を年３回
各学部の学年において実施し、課題を全校で共有す
る。

○火災避難訓練を年２回、地震津波訓練を年２回実
施する。
○保護者引渡に関する取組（研修、訓練）を年２回
防災学習を年２回実施する。
○保護者引渡訓練の情報を一斉メール等で保護者と
共有し、対応について連携を強化する。災害時に、自ら身を守る対応ができる力

の育成を図る。

一人一実践の実施１００％

○小中高２学部または３学部での学部間ふれあい授
業交流を年２回以上行い、チェックシート等でその
効果を振り返る。

作業種目や工程の改善を行い、生徒の働
く力を高める。

高等部３年生全員の希望進路を達成す
る。

高等部の希望進路達成率１００％

〇きめ細かで質の高い教育の展開
〇生活保障・進路保障に向けた職業教育の充実
〇中津市の特別支援教育の支援センター的機能の充実
〇教育環境の整備充実、安全管理体制の構築

ＰＬ
ＳＬ

エンジョイサークル（陸上部・美術部・音楽
部）を全学部の教員で運営し活性化を図
る。

○陸上部週３回、美術部週２回、音楽部２学期以後週１
回の定期的な活動を行うとともに、中学部、高等部で合
同練習(活動)を実施する。
○中・高の教員合同の部顧問体制を構築し、連携・運営
する。（陸上部、美術部、音楽部）

学校関係者評価

○授業を見始めて4年目になるが、授業の充
実を感じる。授業内容、教材研究等児童生徒
個々に応じた創意・工夫が見られた。
○授業の内容を 初にわかりやすく示してい
る。見通しを持ちにくい、変化に弱い子どもた
ちであるので、大事なことである。
●具体的に「何を」「どれくらい」「いつまでに」
等わかりやすく伝え、学習を進めてほしい。
●生徒によっては学習課題が簡単すぎると感
じているのではないか。その生徒に対しては
授業内容の見直しが必要である。

●発達障がいに特化した教育課程を設けて
いないということだが、しっかりと個別の指導
計画で指導内容を設定し、個々の障がいの特
性に応じた教育をしてほしい。

○授業参観で見た「保育」に関する授業等、
キャリア教育を継続的に行ってほしい。
○小中高の交流は、お互いによい刺激にな
り、継続してほしい取組である。
○将来を見通したキャリア教育の取組は必要
で、ふれあい授業を通じて経験したこと、感じ
たことをもとに、生徒たちが自分で考えること
は大事なことである。
●企画して実践することに教員の負担も大き
いだろうが、実施することが日常の生活に反
映できるよう、内容を考慮して実践してほし
い。

○製品の品質向上、作業精度の向上と、確実
に進歩していると考える。
●知的障がいの生徒はパターン化すると修得
が進むが、発達障がいのある生徒は情緒や
作業意欲の安定という面で難しいことが多
い。十分配慮して進めてほしい。

○卒業生が母校として誇りを持ち、心のよりど
ころとなるような学校であってほしい。
●発達障がいの生徒の一般就労について
は、特に慎重な判断を要する。一見するとで
きそうだが、対人関係でつまずく者が多い。性
急な一般就労を行うと早期離職にとどまら
ず、メンタル面でも大きな課題を残すこととな
る。
●施設見学等に小学部の保護者の参加が少
ない。早期からの保護者の意識づけが必要で
ある。

○部活動の実現と充実は非常に喜ばしい。開
校から５年でよく整備されてきている。

○陸上部は、週3回の練習を定期的に実施した。「障がい者スポーツ
大会」や「中津市総体」などの大会に参加し、種目別のメダルや県大
会出場権を獲得した。中学部10名、高等部10名の教員が交替で指
導に当たった。ほぼ毎回、合同練習を行った。
○音楽部は、体験活動から正式の活動として開始した。２学期以降
は週１回実施した。なのみ祭の全校ステージで演奏することを目標
に練習を続け、当日披露した。小学部1名、中学部5名、高等部7名
の教員が交替で指導に当たった。毎回合同練習であった。
○美術部は、週2回絵画を中心に活動を継続した。これまでに、「パ
ラリンアート」「明るい選挙啓発ポスターコンクール」等のコンクール
や、なのみ祭などの行事へ作品を出品した。小学部1名、中学部4
名、高等部7名の教員が交替で指導に当たった。内容により、学部
別指導と合同指導を行った。
○11月末までに陸上部60回、美術部31回、音楽部13回、合計104回
実施した。
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ＰＬ：研修主任
ＳＬ：教務主任

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：教育支援主任
　　　研修主任
　　　学部主事

○ブランド化実行委員会の開催および中津東高校
マーケティング部との連携会合を年１回以上実施す
る。
○生徒が意欲的に、製品の開発・改善に取り組む学
習活動を１０月末までに検討する。
○作業種目、作業内容、作業工程について見直しや
改善を行い、次年度の新作業種目を１つ以上構築す
る。

自分らしく活動する子ども

チーム学校の確立

個別の指導計画を充実させ、保護者へ
の提示、説明により理解を図る。

○グループ(４～５人編成)ごとに、個々の一人一実
践について、年に１０回以上報告と検討を行い、１
月に成果報告書、２月に成果報告会を実施する。
○授業改善に向けた互見授業交流を年２回実施す
る。

中津市の特別支援教育の支援センターと
しての機能の充実を図る。

センター的役割事業の内容を前年比
１００％超えで実施

○学校見学を年間通じて実施し、県内特別支援学
校、市内保･幼･小･中･高向けの授業公開を年１回以
上実施する。
○子育てに関する相互支援や、専門的な情報の提供
を行う子育て相談会を年間２回実施する。

研究グループによる実践的研究や互見
授業を、授業改善へ反映する。

○家庭訪問、ＰＴＡ、個別面談の機会に、年２回以
上保護者へ個別の指導計画を提示し説明する。
○毎月の個別の指導計画評価日を中心として、題
材・単元ごとの評価を年１０以上回行う。
○合理的配慮を全児童、生徒の個別の指導計画に位
置づけ実施する。

小、中、高とつながるキャリア教育の
あり方を探る。

エンジョイサークル（部活動）の、のべ
実施回数年間１００回以上

○一般企業への就労を目指す生徒の実習を、障がい
者就業・生活支援センター、高等技術専門校の担当
者と巡回する。
○高３年職業コースの全生徒の家庭訪問に進路担当
が同行する。
○就労支援アドバイザーと連携し、雇用意向のある
事業所を５カ所以上開拓する。

実施時期　　　平成　２９ 年　１１月

平成  29年度学校評価（　１学期末評価　・　中間評価　）

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

児童生徒の自立と社会参加をめざし、一人一人の能力や特性に応じた教育を行うことによ
り、その可能性を伸ばし、基本的な生活習慣を身につけ、主体的・創造的生活を営むこと
のできる人間を育成する。

前年度評価結果の概要

○研修の成果が授業に活かされ、児童生徒の成長につながるように議論・検討が充分にできるように少人数でのグループを基本に研修をさらに効果的に進めていく。
○コース制の作業種目、選考方法、教科内容などを検証、検討し、生徒の育成やブランド化の推進を図る。
○進路先企業、障がい者就業・生活支援センターと学校関係者が定期的に集まり、一般企業に就職した卒業生がスムーズに移行、定着できるように、ケース会議を年に数回開催し、信頼関係をより高める。
○中津東高校マーケティング部とタイアップした南部自由市場での販売にとどまらず、道の駅など販路を拡大し、より多くの人に各作業班が製作した商品を目にしたり、購入したりしてもらう取組をする。
○中・重度の生徒を対象とした「音楽部」を新設し、来年度１学期中には活動を開始する。
○安全・安心な学校づくりは、防災教育における取組は言うまでもなく推進すべきであるが、さらに学校危機管理全般について組織だって取り組んでいくようにする。

○自分らしく活動する子ども
○チーム学校の確立
○安心できる学校

学校教育目標 中期目標

検証結果（自己評価）

評価

重点目標

○グループ研究は、月に1回「研究日」を設定し、計7回実施した。九
特連11月17日、造形研11月24日に発表を終えた。特定授業は指導
主事の事前指導を受けた後、12月5日に実施する。
○互見授業は、これまでに造形研・特定授業・初任者研修などがあ
り、授業を見合う機会に恵まれたため、特設の互見授業は12月初旬
に1クール（4授業）を実施する。「個別の指導計画活用」「タブレット
端末活用」グループで準備を行い、全教職員で授業改善に向けて取
り組む予定である。
○ICT活用では、タブレット端末一台につき一人の管理責任者を決
め、11月初旬に「中間報告」を26事例、県に報告した。
○各グループの取組や校外研修報告などをまとめた「研修だより」
を、月1回発行した。

○「九特連」「造形研」「特定授業」での成果や課題は、「基本
的な考え方見直し」グループで検討し、次年度へ向けたまと
めに反映する。
○互見授業での成果や課題は、授業の基礎となる「個別の
指導計画」「年間指導計画」にも関連するので、他分掌とも連
携を図り、必要によって運営委員会などでも協議し、次年度
へ反映できるようにする。
○「タブレット端末活用」については、1月中に「 終報告」をま
とめ、県へ提出、校内へ還流し授業実践の充実を図る。
○1月中に各研究グループの取組をまとめ、研究報告会及び
還流報告会を行う。その結果を受け、次年度への方向性をと
りまとめ、運営委員会へ提案する。
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○個別の指導計画を年度当初に提示・説明した。1月に評価を含め
て再度提示・説明をする予定である。
○夏季休業中に学年別に検討会を実施した。各月末に個別の指導
計画の評価日を設定し、月ごと、単元・題材ごとに評価を行ってい
る。また、次月以降の計画をチェックする機会としている。
○１学期の評価、２学期の計画について、各担当が作成した個別の
指導計画を教務・管理職でチェックし、内容に不備があれば書き直し
を依頼した。
○教員間での共通理解が進むように合理的配慮の捉え方を整理
し、事項集の作成を実施した。

今後の改善策重点的取組・取組指標の実践

○保護者からの要望や意見を取り入れながら個別の指導計
画の計画・作成をし、授業実践へつなげていく。
　
○個別の指導計画の検討会や評価日を設定して、見直しや
互いに学び合っていく機会を継続し、授業改善に努めていく。
○合理的配慮の教員間の共通理解を進めるために改訂版の
事項集をもとに、研修会をし周知を徹底する。

ＰＬ：防災担当者
ＳＬ：生徒指導主任

ＰＬ：教育支援主任
ＳＬ：研修主任
vvvv教育支援コーディ
vvvvネーター

○陸上部では、各種大会や記録会への参加を通し、自己記
録の更新を目標にし、他の支援学校や地域の競技者との交
流にも取り組む。
○音楽部では、部員の「やってみたい曲」にチャレンジしなが
ら、発表する場も検討し、意欲的に活動できるように取り組
む。
○美術部では、描画を中心に作品作りを進め、各種作品展
等への出品に向けて取り組みを続けていく。

○進路先未定の生徒については、引き続き保護者、関係各
機関との連携をより進めながら、早期訓練の利用や追加実
習を行い、年内の進路先決定を目指す。
○特に日田高等技術専門校の早期訓練を利用しながら、11
月下旬以降担当者と同行訪問を継続させ、次年度の卒業生
支援にもつなげていく。
○小中学部のキャリア教育改善に係る会議に、進路支援主
任や高等部主事が出席し、保護者面談で伝えた内容や、進
路支援を行う中で必要だと感じた力や意欲、態度について共
通理解を図る。

ＰＬ：進路支援主任
ＳＬ：学部主事
　　　高３学年主任
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○9月12日、障がい者就業・生活支援センター「すまいる」の別の担
当者と高3職業コース生実習事業所に同行訪問を行った、
○9月21日日田高等技術専門校担当者と卒業生進路先４事業所や
高3職業コース生実習事業所に同行訪問を行った。また11月2日に
は高3内定者の実習先に再度同行訪問を行った。
○進路支援主任が、高等部3年職業コース生徒全5名の家庭訪問
を、担任とともに実施した。
○進路先が内定しているのは高3年生15名中10名である。5名の内
訳は未定3名、治療優先希望2名である。
○アドバイザーと連携し、雇用意向のある事業所は5ヶ所開拓できて
いる。
○小学部7名、中学部15名、合計22名の保護者と進路支援主任が
面談を行い希望する進路達成に向け、家庭で必要な取組等につい
て助言を行った。

ＰＬ：特別活動主任
ＳＬ：学部主事

4

○危機管理の取組について、各種訓練、体験
活動、マニュアルの整備等積極的に取り組ん
でいる。
○危機意識の涵養「報・連・相」の実践、情報
の共有等、現場力を更に引き出してほしい。
●中津市内の不審者情報が地域の小中学校
ほどに入ってこない。情報が取得できるように
働きかけてほしい。

〇8月に「合理的配慮の具体的実践の提供」の校内研修会を実施
し、具体的な教材の紹介や環境作りの実践発表に加え、グループご
とに困りや実践の意見交換が行われた。
〇10月に授業見学・体験会を幼小中の教員を対象に行い、教育支
援部と研修部協働で運営した。授業見学や作業学習の実践など、教
育活動を知ってもらう良い機会になり、意見交換会では具体的な質
問が多く出された。
〇夏休み中から11月末までの巡回相談件数は135件、来校相談は
13件であり、多くの相談に対応した。
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○9月に防火総合訓練を実施した。火災の際の避難経路を知るとと
もに、消火器の使用方法についても体験的に学習した。
○9月に緊急飛来物に対する訓練（Jアラート訓練）を実施した。児童
生徒は、窓から離れる等避難の方法を理解して、慌てることなく避難
できた。
○11月に起震車体験を実施した。地震の揺れを実際に体験すること
で、避難の仕方を改めて確認することができた。
○PTAの予算より、地震津波で避難をした際に必要な飲料水を、児
童生徒と職員全員分1人２L合計３６０L購入し、備蓄した。
○12月に地震津波避難・引き渡し訓練を、2月に防火総合訓練を実
施する予定である。
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○火災の際の消火活動は職員が行うため、今後の消火訓練
は職員を中心に行うようにした。
○9月の防火総合訓練や１１月の起震車体験等の防災学習
を計画に沿って実施し、防災についての知識や避難に向けた
行動などが定着してきており、今後も継続していく。
○１２月には、地震津波避難訓練を実施し、実際に保護者に
引き渡しまで行う訓練を実施し、引き渡しマニュアルの確認を
し、改善を図る。

〇来年度以降も｢授業見学･体験会」は一般公開授業と兼ね
る形で運営していく。
〇12月に2回目の子育て相談会を実施予定。今年度は専門
機関の相談員との情報交換会を実施する。来年度以降も継
続していく。
〇学校案内パンフレットを毎年改訂、来客や学校見学の際な
どに活用、各学校や企業に向けた教育相談活動や出前研修
のお知らせを、ホームページに掲載して啓発していく。

○先輩保護者の話を聞く機会は、将来を考え
る上で貴重である。
○なのみ祭の来場者が例年以上に多かっ
た。これまで中津支援学校が地域に対して
行ってきた取組が評価された結果であると感
じた。

ＰＬ：学部主事
ＳＬ：進路支援主任

ＰＬ：作業主任
ＳＬ：学部主事
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○小学部 と高等部合同の「音楽」の授業交流を4回計画し進めてい
る。1学期に年間計画を作成し、担当者会議でねらいや実施内容を
協議した。1回目はお互いを知る目的で、2回目は小学部児童が求
める曲をリサーチする目的で交流や見学を実施した。3・4回目は小
学部の音楽の授業に高等部が参加し演奏したり、一緒に合唱したり
する予定で進めている。
○中２の職業・家庭科に１２月に位置づけてある「保育」の取り組み
で、小学部１年生と一緒に触れあう学習に取り組む予定である。現
在担当者で調整している。
○中と高のメンテナンスでの連携は、１２月の高等部のメンテナンス
検定後に、中学部の生徒のメンテナンスのやり方を高等部生徒が見
学し、助言をする予定である。作業担当者で打ち合わせを行ってい
る。

3

○授業の目的を授業担当者間で共通理解して取り組み、
チェックシートを活用し、授業の検証を行う。12月までに検討
を行い次年度の取組について準備を行う。1月に次年度の年
間計画を作成し授業に系統性を持たせる。
○中２の職業・家庭科の保育での、小１との触れあい学習
は、今年度の反省を踏まえつつ、次年度も個別の指導計画
に反映させる予定である。
○中と高のメンテナンスの交流は、高等部の作業学習の作
業種目の変更に伴い、次年度の取組については、今後、互
いの学部の作業担当者間で検討する予定である。

○11月までに2回ブランド化実行委員会を開催し、販売計画や中津
東高との連携について協議した。
○中津東高とは3学期に南部自由市場販売参加に向けて協議を行
う予定である。
○作業担当者会議及びコース制会議において、次年度の作業種目
のコンセプトを「ものづくり」とし、新作業種目として「布加工」を加え、
作業種目の再編成を行った。
○製品の開発・改善や、作業工程の見直しなどの、これまでの取組
についてまとめ、11月の九特連大分大会で発表した。また、研究討
議などで今後の取組の参考になる事項をまとめた。

○ブランド化実行委員会において、中学部と高等部でのブラ
ンド化の位置づけを明確にするとともに、生徒の販売体験の
拡大を検討する。12月以降、2回以上開催予定である。
○作業担当者会議を１２月と３月に設定し、作業学習の内容
の評価、改善を行い次年度の年間計画につなげる。
○次年度に向けて新作業種目「布加工」の学習内容・施設設
備について検討し準備をする。


