
（別紙様式２）

平成 ２８ 年度学校評価（　年間評価　）

前年度評価結
果の概要

○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・感謝」「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。

実施時期　　　　　  平成２９年　３月

学 校 名　　　　　　　大分県立大分支援学校

学校教育目標 中期目標 重点目標

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 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
○ 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。

（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）・時間を守る・清掃」「体力づくり」「夢チャレンジ」する児童生徒の育成

学校関係者評価評
価

重点的取組・取組指標の実践 今後の改善策

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１０
０％（１７名中１６
名達成、達成率
９４％。１名は病
気療養中）

過去3年間(H25
～H27）の卒業生
追指導率１００％
（卒業生数６６
名、実施回数２６
７回、実施率１５
２％）

①卒業後の生活を見通し
た指導
・働く意欲の向上を図る。
・指導する内容を家庭等と
共有する。

○働く意欲の向上を目指して、各学部において
年３回キャリア教育を題材にした授業を行う。
○特に高等部では希望就労に向けて、就労支援
チェックリストを活用し、現場実習や作業学習等
での課題を明確にして家庭等と連携して取り組
む。

ＰＬ　進路指導
主任
ＳＬ　各学部主
事
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重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
PL
SL

検証結果（自己評価）

◯各学部での進路に関する取組の推進について
・中学部・高等部では「現場実習報告会」を学年毎に実施することで、課題の自己理解や共有化を図るとともに、面談等を通じて保護者のニーズを把握し、連携を図っている。
・小６、中１～３、高１～３といったくくりで「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ている。
・各学部ごとに「進路学習」を実施し、生活面・学習面・作業面での課題解決に向けた取組を計画的に進めている。
◯「検定」について
・１２月の大分県キャリア向上検定(メンテナンス部門）に向けて、高等部作業主任及びメンテナンス主担当者と連携を図りながら、キャリア向上アドバイザーによる研修会を１０月に実
施した。　１２月の検定には高等部生徒３０名が参加した。
・２月の大分県キャリア向上検定(オフィスアシスタント部門）に向けて、高等部２年生を対象にキャリア向上アドバイザーによる研修会を企画し、１月に実施した。２月の検定には６名が
参加した。
・アビリンピックに高等部生徒１名が参加した。事務補助作業の技能の向上を図ることができ、一般企業への就労につながった。
　◯進路に関する会議や説明会、研修会などについて
・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、情報の提供を行った。
・夏季休業中には、本校職員希望者が各事業所で職場体験研修を行い、知識・理解を深め、日頃の教育実践に生かす取組を行った。
・教職員向け研修会を年間に３回行い、情報の共有と課題解決に向けての研修を深めた。
・ＰＴＡと連携を図り、年間３回の保護者向け進路講演会・進路説明会を実施した。また、年間２回職場見学を実施した。
・高１は１０月に職場見学会、現場実習説明会、校内実習をそれぞれ実施するとともに、実習先の選定について保護者と協議する機会をもつことで、就労についての意識向上に役立て
た。
・高２はアタックコース対象に職業ガイダンスを実施し、一般企業への就労に対する意識の向上に努めた。
・高３は希望就労率１００％達成に向け、８月に関係機関（ハローワーク、大分市障害福祉課、大分プラザ、高等技術専門校）を招き、現場実習先や進路の方向性について情報共有を
図るための進路指導連絡会議を実施した。また、また、一般企業への就職が内定した高３生徒を対象に、大分県総合雇用推進協会を招き、内定者向け講習会を行った。
・就労移行支援がスムーズに行われるように、卒業後に向けた手続きについて大分市役所障害福祉課を招き、保護者対象の福祉サービス説明会を行った。
・１１月に事業主等学校見学会を実施し、本校の高等部の生徒の様子を見ていただき、理解を深めた。また、グループディスカッションを行い、情報交換を行った。
・大分市役所障害福祉課や大分プラザ等の関係機関に積極的に相談を行い、希望就労ができるための計画的な準備を行うようにした。
◯職場開拓について
・特別支援学校技能発表会において、生徒の実態をみていただくことにより、来場した企業への働きかけがスムーズに行われ、新規実習先につながった。
・就労支援アドバイザーの配置の効果もあり、事業所訪問は２５６件であった。事業所において「産業現場等における実習」の受入を２０社が新たにしていただけるようになった。（うち９
社は本年度実習済み）

◯各学部での進路に関する取組の推進について
・就労チェックシートを活用し、個別の指導計画の充実を図っていく。
・小学部からの進路学習として、年齢層に応じた基本的生活習慣の確立を目標に取り組む。
・小学部６年生が３学期に中学部への体験入学を実施して作業学習を経験し、進学後の学習意欲を高める。ま
た、中学部は、高等部の作業学習の見学を実施し更なる興味関心を高めたい。
・高等部の現場実習激励会や報告会に他学部も積極的に参加し、意識の向上を図る。
◯「キャリア向上」について
・大分県キャリア向上検定（メンテナンス部門・オフィスアシスタント部門）を受け、日常の清掃や作業学習の中で
生徒の意欲を喚起させる取り組みを行う。
・アビリンピックへの参加に対する呼びかけを積極的に行い、就労につなげるためも指導を行う。
◯進路に関する会議や説明会、研修会などについて
・進路に関する研修会を計画的に実施し、保護者の進路に関する理解を高めると同時に、教職員の研修の充実
を図ることで、保護者のニーズに応じた進路支援ができるようにする。
・進路指導委員会を開催し、生徒の希望や保護者のニーズ等に対して職員の共通理解を図る。
・チェックリストによる実態と課題の把握を行い、希望就労に向けた取り組みができるようにする。
・高等部卒業後の「離職」を無くすための取り組みを在学時から行う。高等部アタックコース生徒を対象に外部講
師を召喚し、社会の仕組みや社会人としてのマナーなどについての理解を図る。
・学校見学会は、一般企業を対象とした見学日を年間２回設定してより多くの企業に生徒の実態を知っていただ
き、雇用につなげる。見学会では、初めて障がい者雇用を行った企業の方に講師をしていただき、企業間の連携
を図る。また、施設対象の学校見学会を年間１回設定する。
◯職場開拓について
・今後も実習先や雇用先の拡大に向けて取り組んでいく。特に「大分県中小企業家同友会」と連携を図り、職場
実習受入賛同企業への訪問を実施する。
・今後の高等部生徒の増加により、職場開拓は更に重要な取組になってくる。職員一人ひとりが意識を持ち、事
業所との関係づくりを目指すとともに、情報収集のアンテナを広げて職場開拓を行っていく。
・進路指導部を中心に、長期休業中に会社訪問を行い、新規開拓を図る。

・キャリア教育の視点を先生方が常に意識して小学部段階から指導にあたって
ほしい。
・就労に関わる指導を小学部の早い段階から行うことは大変有意義であるの
で、今後も続けてほしい。
・保護者対象の進路指導研修会が充実しており、保護者の子どもに対する進路
意識が非常に高まっていると感じる。
・一般就労に限らず、子どもや保護者のニーズをしっかり把握した上で希望就労
を達成してほしい。その意味から、「希望就労率１００％」の目標（達成指標）は
非常に意味があると考える。
・アビリンピックの参加について、今年度１名の参加があったが、今後更に増や
してほしい。参加生徒本人の就労に対する意欲も高まると同時に、企業や社会
一般の人々に障害のある方々に対する理解も深まり、雇用の促進にも繋がる。
・他校にない特色として、作業学習における洗車がある。この取組から、相手の
立場に立つ気持ちや物を大切にする気持ちも学べると思う。大変良い指導がで
きていると感じる。
・ホームページや校長通信など、情報発信については見事であり、中味も素晴
らしい。進路指導に関することは学校でも重要課題の一つだと思うので、今後更
にホームページ等を利用して学校のアピールを継続してほしい。

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。

○「個別の教育支援計画」の見直しを学期ごとに
保護者と連携して行う。
○高等部においては「個別の教育支援計画」をも
とに「個別移行支援計画」を作成し、保護者との
共通理解を図り卒業後の支援に繋げる。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　各学部教
務担当
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◯「個別の教育支援計画」の充実について
・年度初めには学級内で「個別の教育支援計画」や個人調査カード等をもとにして、実態把握と今後の指導･支援の方向性を共有している。また、必要に応じて学部・学年会や「児童生
徒を知る会」において全職員で児童生徒の指導･支援について共通理解したり、「学校ケース会議」において専門家から指導及び助言を受けたりしている。
・前年度の２月（新転入生は入学後）に「保護者要望票」を配付し、保護者のニーズを把握するとともに、「個別の教育支援計画」に反映させるようにしている。
・４月のＰＴＡ時に学級ごとに「個別の教育支援計画」についての細かな説明を行った。
・７月のＰＴＡや夏季休業中の家庭訪問の時に「個別の教育支援計画」について、保護者から意見をいただき若干の修正を加えた上で、支援計画案承諾の署名をもらうようにした。
・２学期以降も児童生徒に合った支援のあり方について考え、普段から活用できるように、適宜見直しを行うようにしている。

◯「個別の教育支援計画」の充実について
・年度途中であっても、児童生徒の障がいの状態の変化や再度確認した方がよい場合には、短時間でもよいの
で学部会等で適宜協議を行い、職員間の共通理解を図り、「個別の教育支援計画」の改善に生かしていく。
・「学校ケース会議」において専門家からの指導及び助言を受ける機会を作ったり、理学療法や作業療法の場に
出向いて情報交換を行うなどして、児童生徒に合った「個別の教育支援計画」を作成している。
・児童生徒の実態をより深く把握するために、学部会・学年会に加えて、学級会の時間を設け、細やかな情報交
換を行うようにした。

・「個別の教育支援計画」の説明を聞き、子どもたちが社会へ出た後の繋ぎとし
て関係機関との情報共有などが重要であることが分かった。更に充実させるた
め、常に改善していく姿勢でいてほしい。
・出生時から記入可能な個別支援ファイル（つながりファイル）を学校における
指導計画に更に生かしてほしい。

・卒業生の追指導・追支援は、学校という守られた環境から社会に出た人たちを
指導するということで非常に難しい面があると思うが、粘り強く繰り返し実施し、
関係機関と連携を図ることでこのような結果になっていると思う。先生方の取組
に敬意を表したい。
・在学中から更にその生徒に合った指導を保護者、実習先、関係機関と連携し
ながら行うことで、離職を０％に近づけられるのではないか。
・卒業後の指導の内容を明確にし、担当教員による指導の差が生じないように
気をつけてもらいたい。

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１
００％
（４段階評価９項
目満点３６点。２
０６名中１８８名
回収、回収率９
１．３%。２６点以
下が１０名。満足
度９４．７％）

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。

○全職員が個に応じた指導力の向上を図るた
め、年２回以上の指導案作成を行う。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　各学部教
務担当
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・年間で３回、本時案を作成した。１２月にはグループ協議の仕方の改善をはかり、学部職員のニーズに応じた互見授業を計画した。改善点としては、担当者が中心となってグループ決
め、授業日の設定、周知徹底したことで、これまで以上の時間の参観ができ、その授業についての意見交換会をおこなうことができた。
・１１月の授業公開では、高等部の特定授業者が指導案を作成した他、高等部職員全員と小・中学部の代表者が本時案を作成し、近隣の小、中学校及び特別支援学校からの参観者
へ本時案集を配布した。

・今年度の教員アンケート調査で、学部によって互見授業の仕方の希望に違いがあることがわかった。来年度
は、学部に応じた互見授業を計画するとともに、時期に応じて内容を設定するするようにする。
・より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為に、教務と研究研修部とが連携し
て行えるように、今年度中に計画をするようにする。

・授業を見て感じるのは、子どもたちが増加した中決して環境は良くないが、表
情が穏やかで、落ち着いて授業を受けていることである。
・互見授業を行い活性化を図っているのは、大変良い取組だと思う。
・仕切り板などを手作りして発達段階で分けて授業を行っているのを見て、先生
方の大変さが分かるが、保護者の願いはこういうことから少しずつ叶っていくと
実感する。

③卒業後の生活への支援
・追支援を実施し、離職の
防止や生活自立に役立て
る。

○今年度一般就労生は就労１０日目、１ヶ月目、
３ヶ月目、６ヶ月目、１２ヶ月目を目途に年５回、
福祉的就労生は１ヶ月目、３ヶ月目、６ヶ月目、１
２ヶ月目を目途に年４回、Ｈ２５・２６年度卒業生
は年２回の追支援を実施する。
○卒業生の家庭への連絡を定期的に行う。
○必ずケース会議を全員実施する。

ＰＬ　進路指導
主任
ＳＬ　高等部主
事
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◯卒業生追支援の充実について
・就労支援アドバイザーや該当関係職員と協力し、目標に掲げた追支援は実施できた。平成２７年度卒業生には１０６回、平成２６年度卒業生には１０２回、平成２５年度卒業生には５９
回、計２６７回の追支援を実施した。それ以前の卒業生にも追支援を行い、進路先および保護者との連携を継続している（実施率１５２％）。
・過去３年間の離職率は２１．０％（Ｈ２５年度６名中１名、Ｈ２６年度１０名中２名、Ｈ２７年度３名中１名、内、３名は会社都合によるもの）であり、離職してしまった者への復職支援も「卒
業生追支援」において大切なことと受け止め取り組んでいる（この４名のうち、既に１名は一般企業へ、２名は障がい者福祉サービス事業所（就労継続支援Ａ型）へ復職し、もう１名は復
職に向けて準備中である）。
・ジョブコーチ、大分プラザ、高等技術専門校の方と連携を図り、情報の共有に努めることで早期の課題可決に向けた取り組みを行うことができた。。
・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ることで卒業生の就労状況についての把握を行った。
・卒業生の在校時担当教員との情報共有に努め、複数の職員で追支援を実施した。
・就労支援アドバイザーの企業訪問により勤務情報のみならず生活状況についても情報を得ることができた。

◯卒業生追支援の充実について
・今後も継続して、卒業生追支援を実施する。過去３年間の離職率０％は達成できなかったが、関係機関（大分
障害者職業センター、大分プラザ、相談支援事業所等）と必要に応じて連携し、ケース会議等を必要に応じて実
施することで、今後も離職率０％を目標に取り組みを継続して推進する。また、卒業後の離職をなくすための取組
は在学時から行い、保護者、関係機関と連携して行っていく。

・今やタブレットを用いた授業がスタンダードになってきているが、使っていない
先生も勉強して子どもたちの力を着けてあげてほしい。
・YouTube（大分支援チャンネル）を更に活発にアップしてほしい。

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）

○合理的配慮に関する職員研修会を月１回開催
し、「個別の指導計画」の充実に生かすとともに、
クラス内での共通理解の場を持つ。
○教科会を学期に１回開催し、小中高一貫した
指導内容の共通理解を図る。

ＰＬ　教務主任
ＳＬ　教育相談
主任
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○「合理的配慮」について
・合理的配慮に関する職員研修会を3回行い、合理的配慮及び合理的配慮の視点に立った授業改善についての理解を深め、個別の指導計画の記述に反映されるように努めた。
○「教科会」「指導内容段階表」について
・小中高縦割りで15の教科に分けた「教科会」において、15全ての教科において、『指導内容段階表』の作成及び改定を行った。

○「合理的配慮」について
・「個別の指導計画」の記述が合理的配慮の視点に立ったものになっているかの検証方法を確立する。
○「教科会」「指導内容段階表」について
・『指導内容段階表』の内容が「年間指導計画」「個別の指導計画」に反映され、小中高一貫した指導が行われる
ように努める。
・学部を越えた授業互見を行い、各学部の指導の実態や課題が共有できるシステムを作り、よりいっそう、小中
高の一貫した教育が行える環境を整える。

・児童生徒数の増加と、合理的配慮の必要性は少し矛盾する場合もあろうかと
思うが、是非工夫を重ねて子どもたちのためになる指導・支援の方法を見つけ
てほしい。
・「年間指導計画」や「個別の指導計画」のサンプルを見せていただき、先生方
が非常にきめ細やかな視点で子どもたちに対する教育のあり方を考えているこ
とが分かった。

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。
・教材教具を活用するスキ
ルを身に付け、共有する。

○ｉＰａｄ等タブレット端末の活用に関する職員研
修会を年５回以上開催する。

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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・これまでにiＰａｄ等タブレット端末の活用に関する職員研修会を５回開催した。夏季休業中には職員の要望から研修内容を設定し、多くの職員が参加して研修することができ、日々の
実践に活かしたいという感想が出ていた。また、情報モラル・セキュリティ研修をおこない、タブレット端末・iPadでの教材作成時の注意点を確認することができた。
・「児童生徒の実態」や「成果」「課題」などの項目に基づいた『教材教具シート』を作成したことで、教材教具を作るのでみでなく、児童生徒にとって有効であったか（成果と課題）を一人
一人が検証することができた。また、話し合いのグループを子供の実態を知る人で構成したことでより具体的な改善案を出せるようになった。
・グループ研究、全体発表会、教材教具集の作成（データ、紙）をとおして、教材教具を共有することができた。特に全体発表会では、発表者の教具の課題について協議することで、課
題解決のための方法を考え、共有することができた。

・次年度も職員の要望をアンケートなどで聞き、長期休業も利用して計画的に研修内容を設定する。
・作成した教材教具がどのように使われているかを大分支援チャンネルを活用して伝えていくようにする。
・教材教具のグループ研究で、教材教具の課題（子どもの実態・特性に応じているか）について協議する時間が
必要であった。課題解決のための方法を探り、教材教具を改善し、再度使用してみる必要があった。
・それぞれの作成した教材教具を積極的に活用できるように、データの掲載の仕方を工夫し、必要な情報を得や
すくする。
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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。

○各児童生徒の夢について、学期ごとに評価・ア
ドバイスを行う。
○高等部の部活動において、大会や検定等に積
極的にチャレンジする（陸上部７大会、書道部５
大会、パソコン部２大会）。特に「大分県特別支援
学校高等部スポーツ大会」に向けて目標を立て、
自己ベスト更新にチャレンジする姿勢を育てる。
○小学部より検定用の指導内容を共通理解し、
仕方を指導していく。また、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年２
回実施する。

ＰＬ　部活動担
当
ＳＬ　高等部メン
テナンス担当
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3「挨拶（感謝）・
時間を守る・
清掃」「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（感謝）・時間・
清掃」「体力」「意
欲」評価のチェッ
クリストによる評
価の伸び１００％
（伸びた者２０６
人中１７４名＝８
５．５％）

①挨拶（感謝）・時間を守
る・清掃
・時と場に応じた挨拶（感
謝）を個に応じた形で伝え
る。
・登校時に児童生徒を中
心にした挨拶運動を行う。
・時間を意識し、行動する
（はじめと終わりを大切に
する）。
・清潔を意識する。

○場に応じた挨拶指導を行うため、各学部にお
いて学期ごとに目標を立て、チェックリストを活用
する。
○毎日、校門前で、児童生徒会や部活動生等に
よる挨拶運動を行う。
○時間を守る（各種集会や行事等において５分
前行動の徹底を図る）。
○身のまわりを清潔にし、生活環境を整える。

ＰＬ　生徒指導
主任
ＳＬ　特別活動
主任

②体力づくり
・朝の体づくり運動を継続
実施し、健康の保持・増進
に努める。
・室内作業等に立ち仕事
の時間を多目に確保す
る。

○体力の向上を図るため、１日１時間以上体力
づくりを行う目標を立て、評価表を作成し、評価
する。
各学部において学期ごとに目標を立て、チェック
リストを活用する。
○毎日、学部・児童生徒の実態に応じて、体力づ
くりの活動を行う。

ＰＬ　体育科主
任
ＳＬ　各学部体
育担当、中高
作業学習主任

○小学部は、朝の会後に各学年ごとに指導内容を設定して取り組んでいる。体操やストレッチなどを１つずつゆっくり指導して基本の型を覚えられるようにしたり、校舎の周りを走ったり
している。児童の登校が遅れたり、着替えや朝の会などの日常生活の指導に時間がかかったりすることで、実施にばらつきが見られることが課題である。
○中学部は、運動量の確保をめざし、学年ごとにランニング、ストレッチ、体幹トレーニングを行っている。
○高等部は、毎日１校時に時間を設定して集団行動、１０分間走、エクササイズを行っている。筋肉トレーニングを含め、体力の維持増進につながっている。
１限の後半に、体幹を鍛えたり、体力作りをしたりした。時間に合わせて少ない課題を丁寧に練習したり、校舎の周りを走ったりすることで個に応じた指導をすることができた。児童の登
校時間が遅くなっ体育の時間が短くなったり、実施できなかったりすることがあった。
○肥満が気になる児童生徒に対しては体重計測値を毎日記録するようにして、日々意識して取り組めるようにした。
○作業学習における立ち仕事の時間確保について、作業班の性格上差は生じるものの、立って行う（行うことができる）作業を生徒の実態に応じて行うことができた。

○陸上部
５月の第2回春季陸上、障がい者スポーツ大会、6月の高校県体、国道１BAN予選会、９月の高校新人戦、チャレンジ記録会、10月の大分県支援学校高等部スポーツ大会、11月の高
校学年別、住吉浜シーサイド駅伝大会に参加した。9大会に参加し、目標を明確に前向きに部活動に取り組むことで、多くの生徒が自己記録を更新することができた。また、部員全員が
いずれかの大会に参加することもでき、一人一人の活躍が素晴らしい一年となった。全国障害者スポーツ大会にも2名参加でき、障がい者スポーツの発展に大きな役割を果たしている
と考える。この１年間で多くの部員が自己記録を更新している。
○書道部
部員は日々意欲的に練習に取り組んでおり、書写・書道の技能及び表現力が向上している。8月の「おおいた人権フェスティバル2016」(ホルトホール大分)で書道部の生徒作品を展示
した。8月に開催された「第54回高文連席上揮毫大会」では、各自の課題に取り組み、高等部3年生が推奨を受賞した。11月の第23回全国特別支援学校文化祭に高等部２年生の作品
が県推薦とされた。
○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、２学期からは毎日放課後1時間程度、全商ビジネス文書実務検定試験に向けて速度・文書問題の練習に取り組
んだ。１１月の検定試験では、高等部３年生２名が３級、４級には２、３年生が挑戦し５名合格するなど、成果を挙げている。
◯「清掃（メンテナンス）」について
・高等部の生徒がメンテナンス作業で習得した知識を小学部・中学部児童の清掃等に役立てるため出張講座を実践し、学部間交流を行った。
・日頃の清掃時間に、各学部で児童生徒に意識を持たせ、万能箒やモップの持ち方や掃き方、拭き方を徹底して指導した。

○陸上部
来年度に向け個人ごとの練習計画・試合計画を立て、部員自ら進んで練習に取り組む態度の育成を目指すと同
時に、体力の強化を図る。
○書道部
今後は大分県学校書写書道展、全国特別支援学校文化祭、全国夢一文字コンテスト等の作品展に出品する予
定である。それぞれの実態や興味関心に沿った題材を選択し、より意欲的に練習に取り組めるようにする。
〇パソコン部
社会的なニーズにこたえるために、エクセル、パワーポイント、名刺製作なども今後活動内容に加える必要があ
る。
◯「清掃（メンテナンス）」について
・１２月の大分県キャリア向上検定（メンテナンス）を受け、今後も日常の清掃や作業学習の中で生徒の意欲を喚
起させる取り組みを行う。

・部活動の充実には目を見張るものがある。ホームページにも掲載していたが、
各部活動の取組は高等学校にも勝るとも劣らない素晴らしいものだ。
・陸上部の生徒２名が岩手国体に出場し、うち１名が銅メダルを獲得したとホー
ムページで見たが、実に素晴らしいことだと思う。高等部スポーツ大会の開催
も、初めてのことと聞いたが、今後もずっと続いてほしい。
・志村祭で書道部の展示を見たが、子どもたちの伸びやかな筆遣いに感銘を受
けた。
・パソコン部は、パソコンの台数に限界があると聞いたが、生徒の可能性を伸ば
すためにも増設はできないか。
・部活動の充実が子どもたちの夢実現に向けた一助となればよいと感じる。特
別支援学校の子どもたちの夢（就職でも、自分で好きなものを買うでも、キャリ
ア検定で結果を出すでも何でもよい）実現のために、部活動が果たす人間形成
としての役割は非常に大きいのではないだろうか。

・挨拶運動を自らの役割として捉えている生徒が増え、集団の一員としての自覚と態度が育ち、自主的に行動ができるようになった。また、相手に挨拶という形で声を出して伝える経験
を通して、挨拶のみならず、皆の前で発表したり発言したりできるようになっいる。スポーツ部の部員は毎朝８：００より正門に立ち、挨拶運動に取り組んだ。登校してくる児童生徒へ挨
拶を続けることで、意識喚起につながった。また、今年度より毎週月曜日児童生徒会役員も昇降口に立ち、「児童生徒会挨拶運動」として実施した。児童生徒の模範となるよう、挨拶の
仕方、姿勢を意識して実施した。
・始業時間の厳守に関しては、個別の対応を除き、概ね時間を守って取り組めている。
・全校集会においても５分前に児童生徒会が整列の呼びかけを続けることで、時間通りの開始ができた。時間を守ることへの意識喚起ができた。
・面談や連絡帳を通じ保護者と連携を図り、入浴の状況や爪の伸び具合、ハンカチ等の所持について粘り強く指導・支援を行った。当初シラミ等不衛生な児童がいたが保護者の協力
により改善された。

・授業の開始時と終わりや廊下等で顔を合わせた時など、決まった場面で明瞭な挨拶ができるようになってい
る。しかし、校外では恥ずかしさや自信のなさもあり、場面に応じた挨拶はできにくい。今後は、部活動や作業学
習の中で、「お願いします」「お先に失礼します」等、実社会で必要な挨拶や会話についても、発達段階に応じて、
各学習活動で取り組んでいきたい。児童生徒会挨拶運動も毎週月曜日の実施を続ける。児童生徒会役員だけ
の活動にならないように、役員と一緒に活動できるように工夫をする。
・時間厳守について、実際の活動の中で取り組み、行動できるようにする必要があることから、授業の指導目標
を明確にしたメリハリのある授業展開していく必要がある。また、全校集会を軸にした全校行事等で５分前集合が
できるように、ポスターの掲示、児童生徒会役員の呼びかけ等を実践する。

・挨拶運動は早朝から雨の日も風の日も行われており、大変素晴らしいことだと
思う。先生方も何人か参加しており、子どもたちの表情にも好感が持てる。以前
に比べると大変良くなったが、学校下の交差点で下校時に会った時には、大き
な声でできる子とそうでない子の差があると感じる。
・社会に出たときに必要なのは、挨拶もそうだが時間を守ることも当たり前に大
切なこととなる。その徹底を更に様々な場面で行ってほしい。
・衛生面の指導は保護者の協力なしには難しいが、ほとんどの児童生徒に問題
はないと感じる。感染症流行の際の対応も、マスク着用や手指の消毒、給食時
の隔離など感染防止が徹底されており、安全安心な学校づくりができている。

○小学部は、保護者に体力作りの必要性を説明し、できる限り登校時刻を守るように働きかける。また、虫歯予
防についても早期からの取組が有効であるので学校での生活のみならず、保護者にも協力をお願いし、虫歯保
有率の減少に努めたい。
○中学部は、引き続き運動量の確保をめざし、運動する意欲が持続できるように工夫する。作業学習において
も、生徒の実態に応じて立ち仕事の時間を増やすようにする。
○高等部は、生涯にわたる運動習慣につながるような内容を意識して実施する。正しい体の動かし方の徹底、体
力増進に向けて今後も工夫をし、卒業後の就労に耐えうる体力の維持増進を目指す。作業学習においても、中
学部同様生徒の実態に応じて立ち仕事の時間を増やすようにする。

・各学部に肥満が気になる児童生徒が見受けられる。今後適正体重に近づける
ような指導をお願いしたい。
・高等部卒業後における自己の健康管理等に結びつくよう、在学中から保護者
と連携を図り指導をすすめてほしい。
・健康の維持につながるものとして、虫歯予防があるが、歯磨き指導やフッ化物
洗口（任意実施）を通じて、虫歯保有率の減少に期待したい。

1 ページ


