
（別紙様式３）
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○特別支援学校にも部活動があると聞いて最初は驚いたが、こういった豊かな体験が、
卒業後地域社会で暮らす時に自信となって現れるのではないかと思う。
○パソコン部は限られた時間の中で生徒の意欲を引き出し、商業系高校の生徒も合格
が難しいと聞いている検定に合格するなど、進路目標の達成に向けた指導を行っている
と思う。
○陸上部は限られた時間や設備の中で練習内容を工夫し、楽しむという面と記録を伸
ばすという面を両立させていると感じている。
○志村祭の時に書道部の作品展示を見たが、生徒の伸びやかな筆遣いに感心した。今
後も更なる活躍を期待している。
●現在の顧問の先生が転勤した時に、指導が滞らないようにしてほしい。どの部も軌道
に乗り、素晴らしい活動をしており、指導者の不在によって生徒が伸びる機会を失うの
は残念なことだと思う。
●メンテナンスの際の態度や報告の仕方などは、メンテナンスの分野に就職しなくても
社会人として非常に必要なものであり、「生きる力」の育成にも役立っていると言っても
過言ではない。今後も、メンテナンスは授業に必ず組み込んで指導をしてもらいたい。

●各学部に肥満傾向の児童生徒が少しずつ見受けられる。体力づくりには先生方も工
夫した指導を行っていると思うが、今後更に適正体重に近づけるような指導を、保護者と
連携を図りながら行ってもらいたい。卒業後の健康管理等に結びつくよう、在学中から保
護者も含めて指導することだ大切だと考える。
●体力づくりや健康管理は、歯や口腔のケアの大切さと表裏一体であるので、歯磨き指
導や、（任意であると聞いているが）フッ化物洗口など、取組の充実に期待している。「挨拶・感謝」「体力

づくり」「夢チャレン
ジ」する児童生徒
の育成

児童生徒の「挨
拶」「体力」「意
欲」評価のチェッ
クリストによる評
価の伸び
１００％

・１日の日課の中における位置付けや時間の有効利用等、取組の工夫を図る。
・持久走などの負荷のかかる運動が苦手な児童生徒には、大縄飛びやボールゲーム等のメニューを
増やすことで楽しみながら体力の強化を図る。
・月ごとの走行距離を計算し、振り返りを行うことで意欲を喚起する取組を行う。

・各部活動において、個人ごとの具体的な目標を立て、練習内容の月計画、週計画を作成し、生徒自
ら部活動に取り組む態度を育成する。
・各種検定や大会への参加を年度当初に明確化し、それに向けての意欲を喚起し、準備を自主的に
行えるよう指導する。
・中学部からの部活動参加を呼び掛け、生徒間の縦の繋がりを大切にした指導を心掛ける。
・大分県特別支援学校高等部スポーツ大会の開催に向け職員間で意思統一を図り、生涯スポーツの
大切さを意識できるようにするとともに、目標に向けてチャレンジする姿勢を育てる。
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②体力づくり
・朝の体づくり運動を継続実施する。
・室内作業等に立ち仕事の時間を多
目に確保する。

・毎日、学部・児童生徒の実態に応じて、体
力づくりの活動を実施する。

ＰＬ　体育科主
任
ＳＬ　各学部体
育担当、中高作
業学習主任

3

③夢チャレンジ
・夢を持ち、夢実現に向けてチャレン
ジする。
・清掃の仕方を小学部から統一する
などして技術の向上を図り、検定など
にチャレンジする。

・高等部の部活動において、参加する大会や
検定等を１～２増やす。（スポーツ部６大会、
書道部５大会、パソコン部２大会）
・高等部による小学部・中学部教師対象のメ
ンテナンス技術研修を実施する。

ＰＬ　部活動担
当
ＳＬ　高等部メン
テナンス担当
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○校内はもちろん、登下校中の挨拶が目に見えて良くなってきた。授業参観などで教室
に入っても、大変良い挨拶をしてくれるようになっている。
○志村祭では、高等部の生徒が場所の案内をしてくれた。製品販売においても生徒が
大きな声ではっきりと「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」を伝えており、社会性
を身に付けるための良き場となっている。
●挨拶の指導も大切だが、同様に身だしなみ、身の回りの整理整頓、時間を守ることな
ど、生活に結びついた指導もしっかり行ってほしい。

重点目標

学校関係者評価評
価

次年度の改善策
重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

PL
SL

自己評価結果

分析・考察

（１）一人一人のニーズに応じた生活自立と社会参加
（２）児童生徒一人一人の実態・特性に応じた指導内容・方法
（３）「挨拶・感謝」「体力づくり」「夢チャレンジ」する児童生徒の育成

児童生徒一人一人の人権を尊重し、個々の実態・特性や障がいの状態等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、
主体的で心豊かな人間を育成するとともに、生活自立や社会参加に向けて生きる力を育むことを目指す。

〔目指す児童生徒像〕
○明るく元気にすごす児童生徒　○自分のことは自分でする児童生徒
○友だちと仲よくする児童生徒　○最後までがんばって仕事をする児童生徒

（１）　心豊かな人間育成とは
①　人権を尊重する。
②　健康保持・増進と情緒の安定を図る。
③　感謝の気持ちを持つ。お互いに挨拶や感謝をし合う。
（２）　生きる力を育むとは
①　日常生活に必要な基本的な知識や習慣を身につけて、豊かな心を育み、明るく楽しい生活を営む態度を育てる。
②　集団生活及び社会生活に必要な知識や技能を身につけて、生活に生かす態度を育てる。
③　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し、職業生活に必要な能力や態度を育てる。

学校教育目標 中期目標

ＰＬ　進路指導
主任
ＳＬ　各学部主
事
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①卒業後の生活を見通した指導
・働く意欲の向上を図る。
・指導内容を家庭等と共有する。

・各学部において、年間２回（前期：１回、後
期：１回）の「働くこと」を題材とした授業（進路
学習）を実施する。
・PTA進路部と連携した研修を実施する。

・高等部生徒が実際に作業に取り組んでいる姿（現場実習やチャレンジ検定、等）を小学部・中学部・
高等部の児童生徒、教師に紹介する機会を増やすことにより、働くことへのより具体的なイメージを持
たせる。
・職員対象の進路研修を充実させ、小中高一貫したキャリア教育の充実を図る。
・就労支援チェックリスト、進路希望調査を早期から活用し、進路指導の充実を図る。
・実習先の評価や就労支援チェックリストを「個別の指導計画」、「個別の教育支援計画」に反映させて
目標設定を行う。
・離職をなくすための取組について、特にアタックコースでは在学時から行い、職業に対する生徒の興
味関心を引き出し、自分に合った仕事を見つけるための支援を行う。
・実習先や雇用先の拡大に向けて職場開拓を更に充実させる。

【成果】希望就労率　１００％
　　　　過去3年間(H24～H26）の離職率２１％（復職した者を除く場合は、離職率５％）

（具体的な取組）
◯卒業後の生活を見通した指導
・学部毎に「進路希望調査」や「進路面談」を実施し、児童生徒、保護者のニーズや将来の進路希望等の
把握に努めるとともに、年間２回の進路学習を実施している。
・高３は希望就労率１００％達成に向け、現場実習先や各関係機関と連携して「進路指導連絡会議」を開
催し、情報共有を行っている。
・ＰＴＡ進路部と連携を図り、進路研修会を３回、職場見学を２回実施して、卒業後の就労先について学習
を深めている。また、全学部の保護者へ「福祉サービス事業所一覧」の配布を行い、情報の提供を行って
いる。
・就労支援アドバイザーの配置の効果により、進路希望を把握した上での職場開拓を行った（新規開拓
先：２０事業所）。
◯「個別の教育支援計画」の活用
・家庭訪問やＰＴＡ時において面談を実施し児童生徒の実態を把握することで、保護者の願いを支援計画
に反映するとともに、将来にわたるつなぎ目のない支援計画を策定することができた。
・必要に応じて学部・学年会や「児童生徒を知る会」、「学校ケース会議」を開催し、児童生徒の共通理解
に努めたり、各関係機関の専門家から助言を受けたりしている。
◯卒業後の生活への支援
・卒業生の就労状況について把握し、追支援を計画的に実施した。（本年度実績：１３６件）
・追支援の実施後に「卒業生追支援実施報告書」を作成し、学校内で情報共有を図っている。

【課題】
●チェックリストを活用した早期からの進路指導と「個別の教育支援計画」の充実
●離職の状況から学び、課題を明確にした在学中からの進路指導
●大分市の支援ファイル（つながりファイル）との関連付け
●一般就労増加に伴う職場開拓の充実および追支援の充実

平成 ２７ 年度学校評価（　年間評価　）
実施時期　　　　　  平成２８年　３月

学 校 名　　　　　　　大分県立大分支援学校

前年度評価結果の
概要

○各重点目標について、保護者アンケート、児童生徒のチェックリスト、進路状況等をもとにして、自己評価を行った。成果指標、取組指標は、総合的に判断して、概ね達成できた（３）と捉えている。
○次年度の取組として、各重点目標における課題から、個別の教育支援計画の保護者との共通理解の在り方の改善、個別の指導計画と日々の授業の目標との関連性の明確化、児童生徒の主体的な取組の工夫により、重点目標に対する成果を一歩前進させていけるものと考えている。

○学校評議員会で「個別の教育支援計画」の用紙のひな形を提示してもらい、説明を受
けることで、この支援計画の必要性がよく理解できた。人生は社会に出てからの方が長
いので、関係機関との連携や情報共有は非常に重要だと思う。
●「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」のどちらもが児童生徒の育成において
非常に重要であるので、先生方にはどちらの作成においても保護者と連携を図り、しっ
かりとしたものを作成していただきたい。

一人一人のニーズ
に応じた生活自立
と社会参加

高等部3年生の
希望就労率
１００％

過去3年間(H24
～H26）の離職率
０％

③卒業後の生活への支援
・追支援を適宜実施する。

・平成２６年度卒業生
（一般就労）就職後、１か月目、３か月目
（ケース会議）、６か月目、１２か月目の合計４
回、職場訪問を実施する。
（福祉的就労）：利用後、２か月目、６か月目、
１２か月目の合計３回、事業所訪問を実施す
る。
・平成２５年度、平成２４年度卒業生：1年に１
回の職場訪問を実施し、必要に応じてケース
会議を実施する。

ＰＬ　進路指導
主任
ＳＬ　高等部主
事
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・今後も卒業後、半年・１年経過後にケース会議等の実施を位置づけるなどの取組を設定し、追支援
の回数と手順を具体化する。
・就労を目指す高等部の生徒を対象に、卒業生を講師として招聘し、生徒の意欲を高めていくなどの
工夫を行う。
・離職に繋がったケースから学ぶ事柄を重んじ、教職員研修により指導力の向上を図る。

○「若者はすぐに辞める」という時代の中、離職率０％を目指すという取組は大変難しく、
努力を要するものであるが、卒業生に対する先生方の指導・支援はきめ細やかで、非常
によくやっていると思う。先生方は異動があり、卒業生を知っている方が年々少なくなる
中で、転出した先生にも連絡を取りながら支援を行っていると聞く。関係機関との連携も
非常に重要であるが、異動があってもスムーズな支援ができるようにしていただきたい。
●知的障がいがあっても、地域で豊かに幸福に生活できるよう、先生方を含め、地域住
民、行政、就労先が一丸となって障がい者施策を推進すべきだと強く感じている。

②「個別の教育支援計画」の活用
・保護者や関係機関と十分に話し合
い、「個別の教育支援計画」を作成
し、学年・学部内で共通理解し実践
に活用し、一人一人に応じた生活支
援・就労支援体制を構築する。

・保護者に作成と活用について説明する時間
を１学期ＰＴＡ時(7月)に設けるとともに、必要
に応じて関係機関から助言を受ける。
・「個別の指導計画」を家庭訪問時に提示す
るとともに、『保護者参画スケジュール』をまと
める。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　各学部教
務担当
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・大分市の支援ファイルは年度途中に導入があり、ファイル配付については希望者となっているため、
「個別の教育支援計画」との関連など、次年度中の検討が必要である。
・「個別の教育支援計画」については一定の成果は見られているものの、新入生･転入生を含めて、毎
年度引き続いて保護者説明と合意形成を図る必要がある。

3

○一般就労のみを良しとするのではなく、あくまで希望就労１００％を目指すという学校
の考え方は非常に評価できる。今後も生徒や保護者のニーズを把握し、希望就労１０
０％の達成を目指してほしい。
●保護者にとって子どもの進路に関する情報は卒業後の生活に直接関わっていくもの
であり、非常に重要だと認識している。小学部の段階から「うちの子はまだ小学部だから
関係ない」という考え方でなく、正しい情報を早めに手に入れることが重要だと考える。
●企業によってはまだ特別支援学校の生徒の実態を知らない場合が多い。知的障がい
があっても、訓練によってできることはたくさんあるし、就職して働きたいと考えている生
徒が地域にいることを、もっと多くの企業に知ってもらう努力をしてほしい。

【成果】「『個別の指導計画』に基づく指導と評価に関する保護者満足度　９６％
（保護者アンケート１６０名中１５３名）

（具体的な取組）
◯豊かな人間性及び生きる力の向上
・小中高一貫教育のより一層の充実を図るため、教員を１３グループに分け、「教科会」を実施した。大分
支援学校版「各教科等の指導内容段階表」及び大分支援学校版「自立活動の具体的活動例集」を作成す
るとともに、他学部の授業見学を実施した。
○教材・教具などの工夫
・毎月1回の教材教具の研修日を設け、教員一人あたり教材教具を２つ以上開発した。また、ミニ発表会を
2回、全体会を1回行うことで教材教具の共有を図った。
・大分支援学校チャンネル（Youtube）を通して、年間10本の教材教具に関する動画を配信した。
○「個別の指導計画」の充実
・学期毎に振り返り、保護者の願いを支援計画に反映するとともに、児童生徒の実態を把握し、適切な目
標設定と指導内容･手立ての選択を行った。

〔課題〕
●「教科会」における成果物の活用及びグループ分けの視点と他学部の授業見学をするための環境整備
●ｉＰａｄ等タブレット端末の積極的な活用
●「個別の指導計画」の保護者への説明と理解促進

○小中高の学部がある支援学校として、一貫した指導は非常に重要になってくると思
う。それぞれの学部が独立した形は他学部が何をしているか分からず、学年が上がった
のに同じ内容を行うような弊害も生じると思う。

②教材・教具などの工夫
・一人一人の実態・特性に応じた教
材教具を開発する。
・教材教具を共有する。

・大分支援学校チャンネルを通して、月に１回
程度、開発した教材教具を公開する。
・1学期に1回、教材教具の校内発表会を行
う。

ＰＬ　研究研修
主任
ＳＬ　各学部情
報発信、情報教
育担当
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・児童生徒の実態や特性にに合った教示教具を作成するため、学年や授業形態グループでの情報共
有を図るとともに、他学部の教員の意見を取り入れる。
・ｉＰａｄの活用は視覚支援ツールとして特別支援教育に非常に有効なものであり、来年度は操作の仕
方や授業における指導の実際について職員研修会を開催し、活用の促進を図る。

○教材・教具の作成を充実させることは、児童生徒が目一杯活動し、達成感を味わうこ
とに直接繋がってくるので、非常に重要な意味を持っていると思う。
●大切なのは、その教材・教具によって授業の内容が深められるか、その子が更に興
味・関心を抱き、できるようになるかであり、さして努力しなくてもできるような状況を作り
出すことではない。

①豊かな人間性及び生きる力の向
上
・一人一人に応じた指導内容の設
定・指導方法、アセスメントを実施す
る。

・小中高の合同の教科別担当者会議を行
い、小中高一貫した各教科、指導形態等にお
ける指導内容の段階表を作成する。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　各学部教
務担当

3

3

・「個別の指導計画」の内容充実をより一層図るため、次年度も引き続き、保護者説明と理解促進に
努める。
・大分支援学校版「各教科等の指導内容段階表」及び「自立活動の具体的活動例集」を「年間指導計
画」や「個別の指導計画」等へ生かしていくことで指導内容の妥当性がある程度担保されるため、次年
度は活用の仕方についてマニュアル化を図る。

○「個別の指導計画」の作成は手間がかかると聞くが、一人ひとりの児童生徒に対して
計画を作る過程自体に深い意義があると思う。先生方が子どもたちや保護者のねがい
を理解し、授業においてその子への焦点が定まることで、指導の手立てにブレがなくな
ると思うので、今後も保護者と連携を図りながら、作成を充実させてほしい。
●保護者がチェックできる機会をしっかり設け、意見を取り入れた計画にしてほしい。

・一人一人のニーズに応じた生活自立と社会参加を目指すため、次年度も継続して高等部３年生の希望就労率１００％の達成を目標とし、進路指導の充実を図るとともに保護者や関係機関と連携し「個別の教育支援計画」の活用を充実させる。また離職の状況に学び、離職率０％を目指す。
・個別の指導計画に基づく指導と評価に関する保護者の満足度８０％以上が達成できたことで、次年度は１００％に近づけるよう、継続して児童生徒の実態・特性に応じた指導内容や方法を充実したものにしていく。
・児童生徒の「挨拶」「体力」「意欲」評価のチェックリストによる評価の伸び１００％の達成を目標とし、継続して「挨拶・感謝」「体力づくり」「夢チャレンジ」する児童生徒の育成を目指す。

3総合評価
次年度への展望等

・児童生徒の実態と今後の目標を明確にして、チェックリストの活用を図る。
・あいさつ運動の参加者は、生徒会役員及び次期立候補者としての必須事項と位置づけて行う。他の
生徒については、部活動生を中心に輪番制を設け、５分間の活動から参加を促し、１５分間の活動に
つなげる。
・一部の生徒だけの活動にならないよう、他校での成功事例を参考にして、全校児童生徒が意欲的に
取り組めるような工夫を行う。
・教師が日頃から生徒とのコミュニケーションを大切にし、名前を呼び捨てにしたりすることなく適切な
言葉遣いで接するよう意思統一を図る。

3

①挨拶・感謝
・時と場に応じた挨拶や感謝を伝え
る。
・登校時に児童生徒を中心にした挨
拶運動を行う。

・毎月１度の全校集会時に、場面に応じた挨
拶指導を行う。
・毎日、校門前で、有志児童生徒による挨拶
運動を行う。（生徒指導部主催）

ＰＬ　生徒指導
主任
ＳＬ　特別活動
主任

3

【成果】「児童生徒のチェックリストによる評価の伸び　８３％

（具体的な取組）
○挨拶・感謝
・全校集会において生徒会役員が明朗活発な挨拶を行うことで、他の児童生徒の模範となった。
・正門にて行う朝のあいさつ運動には、児童生徒会の役員が中心に参加し、ほぼ毎日活動を行った。
○体力づくり
・各学部において児童生徒の実態に応じ、毎朝帯状の時間を設定し、学年ごとに取り組んでいる。
・体操やストレッチ、体幹トレーニング、ランニングなどを行ったり、作業学習で立ち仕事を増やしたりして基
礎体力の強化を図り、将来の就労に繋げる取組を行っている。
○夢チャレンジ
＊パソコン部
　卒業後の進路選択の幅を広げるためワープロの技能習得を目指し、ビジネス文書実務検定試験合格に
向けて努力し、２度の受験機会の結果、２級～４級に５名が合格した。
＊陸上部
　陸上競技の７大会に出場した。大会に出場することで、日頃からの練習にも意欲的に取り組むようにな
り、自己ベストも多くの部員が更新した。また、集団で行動することで、自分の役割を理解し、チームのため
に役立つことの大切さを学ぶことができた。
＊書道部
　日頃から意欲的に練習に取り組み、「第53回高文連席上揮毫大会」、「大分県学校書写書道展」等、５大
会に出品し、多くの生徒が特別賞や金賞等に入賞を果たした。
＊清掃（メンテナンス）
・小中高一貫した指導ができるように、全学部の教職員参加の研修を実施している。また、高等部生徒が
小学部児童に教えるなど、キャリア教育の視点に立って身近なところから働く意欲の向上を図る実践を
行っている。
・県主催の「特別支援学校技能発表会」には高等部生徒１３名が参加した。また、キャリア向上検定（メン
テナンス部門）に向けて外部講師を招いた研修会を実施し、高等部生徒にメンテナンス技術指導を行っ
た。検定には高等部生徒１９名が参加した。

〔課題〕
●挨拶運動における全校児童生徒が取り組めるような工夫
●体力づくりにおける朝の体育の時間確保
●部活動を継続するための、環境の整備と指導者の確保

児童生徒一人一人
の実態・特性に応
じた指導内容・方
法

個別の指導計画
に基づく指導と評
価に関する保護
者の満足度
８０％以上

③「個別の指導計画」の充実
・保護者のニーズを把握し、保護者
のニーズを取り入れ、児童生徒の発
達の段階に応じたものとする。
（適宜、見直し修正を図る）

・毎学期末ＰＴＡで児童生徒の変容について、
「個別の指導計画」を提示しながら保護者へ
伝える（年間３回）。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　教育相談
主任

・今年度中に成果物を残せたが、次年度は本来の目的である「年間指導計画」「個別の指導計画」な
どへの有機的な活用が重要である。
・自分の受け持ちクラスでの授業をうまく調整して、他学部の授業を見学に行くこととなるため、クラス
内での相互理解･協力が必要である。
・「教科会」を経て所属学部で情報の共有が図られることが重要であり、グループ分けの段階からそれ
を意識しておけるようにする。
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