
(別紙様式３）

学校名   大分県立大分支援学校

・卒業後の生活を見通した指導
　①働く意欲の向上を図る。
　②指導内容を家庭や施設と共有する。

ＰＬ進路指導主任
ＳＬ各学部主事 3

・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。

○希望就労率１００％はすごいことです。
○「希望就労率」としたところに、生徒を中心とした取組が感じられる。
○就労支援については、充実した支援計画がされていると思います。中学部においての実習先開拓は、将来
成果を上げる事だと感じています。
○今年度は、東部病院への就労など新たなチャレンジもあった。
○夏季休業中に事業所実習をしているのは知らなかったので驚きましたが、先生方が実習することにより、ど
の生徒があっているなどの判断基準になるのかと思いました。
●マイチャレを行う前に、子どもにやらせてみたい事業所を前もって把握できるように、面談前に事業所名と
主な仕事内容が記入されたプリントをいただけると親も決めやすいです。

･個別の教育支援計画の充実
　①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。

ＰＬ教務主任
ＳＬ教育相談主
任・庶務主任
　　各学部主事
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・ＰＴＡ等の保護者が参加できる機会に作成と活用について説明する時間
を１学期中に設ける。
・「個別の指導計画」と併せて、保護者参画の要領を示す。

●卒業後の生活を考えた時、「働く」事はもちろん大切な事ですが、「余暇」の過ごし方も大切になってきます。
本人の興味・関心を広げるのは、小学部時代には、保護者とともに取り組むことが重要と考えます。

･卒業後の生活への支援
　①追支援を充実させる。

ＰＬ進路指導主任
ＳＬ各学部主事 3

・卒業生の追指導について、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。
・教職員研修により指導力の向上を図る。
＊離職に繋がったケースや就労面での課題等
＊就労支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる進路決定や職場定着などに関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

●卒業生の追支援については、事業所を相手にするだけでなく、同窓会を通じて保護者との情報交換も重要
と考えます。
●卒業後の追支援について３～５年先の安定した定着率が気になるところです。
●定着率3年後までの表記があれば、追支援の評価につながると思うので、検討を。

･豊かな人間性及び生きる力の向上
　①指導内容について
　②指導方法について
　③アセスメント技術について

ＰＬ研究研修主任
ＳＬ人権教育主
任・各学部主事
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・研究との関連をより深め、学習指導案を日常的に検討、作成する時間
を確保する。
・新任者を中心に、学習指導案作成に係る体系的な研修をおこなうととも
に、学習指導案の開示、授業交流をおこなう。

○充実した取組がなされていると感じます。
○教える先生によって子どもたちの成長がとても変化することを今年は特に感じました。
●いろいろな障がいや個人の特性がありますが、対応できる教職員が限られていると感じます。全国各地で
行われている専門の医師などのセミナー等に参加するなどし、指導力の向上につなげていただきたい。
●教職員一人一人の指導力向上はもちろんですが、チームとしての指導力向上の仕組みも重要と考えます。
一般企業でも個人で成果をあげる例は少なく、チームとして成果をあげています。また、先生の異動により指
導内容が全く変わってしまうようなことも児童生徒には負担となります。チームとして指導の質、内容を維持す
る必要があります。

・教材・教具、授業研究会の持ち方の工夫
　①知識・技術を共有する。
　②新しく開発する。

ＰＬ研究研修主任
ＳＬ情報教育主
任･各学部主事
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・引き続き、一人一実践の取り組みを行い、学習指導案をベースにした授
業を行い、個別の指導計画の確実な実施につなげ、適切な評価と改善の
定着を図る。

○教材の工夫やタブレットを使用して指導している点は評価できると思います。
●学校で使用している教材やアプリを保護者に周知できるといいと思います。

･個別の指導計画の充実
　①保護者のニーズを把握する。
　②保護者のニーズを取り入れ、本人の発達段階
に応じたものとする。

ＰＬ教務主任
ＳＬ教育相談主
任・庶務主任
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・「どのタイミングでも開示する」「必要に応じてコピーを渡す」という立場を
徹底する。
・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。

●実習先の評価を個別の指導計画の中にどのように反映させ、経年的に生かしていき、卒業後の事業所等
での個別支援計画の作成、計画相談へとつなげることが可能になればと考える。
●「保護者の要望表」の記入に関してですが、家庭と学校では子どもの態度も変わりますし、学校でしか分か
らない事も多いので、今の子どもの現状が分かるものを記入してからでないと親も記入しづらいです。特に学
習面、対人関係、作業知識、姿勢の保持などです。先生方から軽くてもいいので、記入したものをいただきた
いです。
●PTAの後の個人面談は時間が短く感じます。後の人が待っていると思うと早く終わらせないといけないと感
じ、落ち着いて話せないと感じたので、もう少し時間に余裕があった方が良いかなと思います。

･挨拶
　①登校時の挨拶運動を強化する。
　②時と場に応じた挨拶を指導する。

ＰＬ生徒指導主任
ＳＬ特別活動主
任・各学部主事
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・年度当初に中学部と高等部の生徒に参加を募り年間をとおして生徒自
身で計画実施する方向にしたい。生徒会との連携が必要である。
・卒業後の進路先からの要望を教員が理解して「挨拶することの重要性」
についての理解を深める必要がある。

○児童生徒にとって、挨拶、清掃、体力の向上などの活動は良いことだと思います。
○校内での気持ちの良い挨拶が定着。校内の清掃もよくなされている。
○学校に行った時、バスで合った時など、いろんなお子さんが挨拶してくれるので、すごく身についていると感
じました。
○挨拶の取組は大きな成果が出ていると感じています。
○気持ちよい挨拶は笑顔の挨拶。笑顔の挨拶は相手を見ないとできません。みんなよく挨拶できるようになっ
たと思います。
●学校に行った時に、子どもたちに挨拶をしますが、高等部の子は元気な挨拶がほぼ返ってきますが、小学
部・中学部の子どもたちはほとんど返ってこないことが多いです。先生方はちゃんとできていると思っているか
と思いますが、それは毎日顔をあわせているからこそ、挨拶が返せるんだと思います。なので、私は「２」では
ないかと思います。
●伸びが見られなかった生徒の対処を明確に表すことが大事だと思います。

･清掃
　①全ての児童生徒で、個に応じた方法で清掃に
取り組む。
　②清掃技術の向上を図る。

ＰＬ生徒指導主任
ＳＬ保健主任・各
学部主事
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・教務部と相談し教育課程上の位置づけを明確にして全校集会のように
定着した時間をつくり、全校での取組を推進する。
・少しでも多くの教員がチャレンジ検定に参加してノウハウを習得し指導
の充実を図る。

○トイレ清掃中に使用した際、脱いだスリッパの向きを変えてそろえてくれた女生徒がいました。心配りに感動
しました。小さな心がけで人を感動させる力を持つ子どもたちをすばらしいと思います。そんな子どもたちの手
本となるような大人でありたいと思います。
●「清掃」は一つの仕事としても奥の深いものですし、一般企業では品質管理（５S)の一部です。是非、民間
企業とも連携した取組の充実をお願いしたい。
●チャレンジ検定等も多岐にわたり実施していただければ、生徒の自信にもつながっていく取組だと思いま
す。県チャレンジ検定からさらに、アビリンピック　メンテナンス部門へ挑戦することもよい経験になると思う。

･体力づくり
　①朝の体づくり運動を徹底する。
　②室内作業の作業環境を基本的に立ち仕事にす
る。

ＰＬ保健主任
ＳＬ各学部主事 3

・今まで体育での体力作りを続けながら、肥満傾向の児童生徒に対して
は,運動や体重の記録をするなどして、体作りを意識できるようにする。ま
た、意欲的に取り組めるような教具も工夫する。
・終日作業に対応できるように環境を整えたり、作業の仕方を工夫したり
する。

○体力向上の取組はとても大きな成果を上げていると感じています。
○体力向上については、運動の習慣が子どもたちの生活にわたっての健康に寄与すると思います。
○体力は確実に向上していると思います。生活リズムも安定して、精神面も安定しているように思います。

〔学校関係者評価〕全体的なご意見・ご感想等

前年度評価結果の概要

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。

中期目標

　　　”特別支援教育の
　　　　　専門性とは”

「児童生徒一人一人の実
態・特性に応じた指導内
容・方法」

ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標

取組指標

○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。
○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させる豊かな心を育み、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術を身につけさせ、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させ、職業生活に必要な能力や態度を育てる。

重点的取組

①学部・学年で、ケース会議を１回は
行う。

①就職先との連携を強化する。さらに
最低１社は、校外実習先の開拓を行
い、卒業生が勤務している施設等に
は、年に１回は訪問する。

①各教科等の基本的な考え方の見直
し修正を実施する。
②指導方法に関する研修を行う。
③アセスメント技術に関する研修を行
う。

①各自が持つ教材・教具のノウハウを
データベース化する。
　教材・教具を「大分支援チャンネル」
及び、学校ホームページで公開する。
②１人１実践の取組を行い、全員１点
以上の教材・教具を工夫する。

総合評価
次年度への展望等

次年度の改善策

①「クリーンタイム」等、全校一斉に校
内の清掃を行う時間を設定する。
　全校一斉に、校内及び学校周辺の
公園や歩道など近隣地域の清掃を行
う。
②大分県チャレンジ検定（清掃検定）
のノウハウを取り入れた清掃を行う。

①PTAの際、個人面談の機会を設け
る。家庭訪問・施設訪問を行う。
②保護者のニーズが取り入れられて
いるかチェックする。
　指導内容を決定する際には、指導内
容表を参考にする。
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3

3

重点目標 達成(成果)指標

〔成果〕　1月末現在（予定）希望就労率　　１００％

〔具体的な取組〕
○小学部から高等部までの職業を意識した指導のための資質向上
・進路指導班から、大分県における就労状況や、職業教育に関する情報を、全教職員に日々発信し啓発
を図っている。
・夏季休業中に教職員の事業所における実習を実施している。
○産業現場等における実習の充実
・高等部：個別の進路希望に対応した事業所での実習を実施している。
・中学部：働くことの喜びを感じる実習を実施している。
　＊新規実習先開拓：20事業所
○卒業生への追支援による就労状況の把握
・進路指導主任、旧担任、就労支援アドバイザーにより計画的に事業所の訪問を実施している。

〔課題〕
●日常の活動をとおして、卒業後を見据えた小学部からの一貫したキャリア教育の充実
●より一層、児童生徒・保護者との共通理解を図った「個別の教育支援計画」の充実
●一般就労増加に伴う追支援の充実

〔成果〕学期ごとに振り返り、個別の指導計画及び評価の充実に努めている。

〔具体的な取組〕
○教職員の指導力の向上
・夏季休業中に、障がいの理解や支援の実際に関する研修、実態把握のための検査方法と結果の分析
に関する研修を実施した。
・水曜日を研修日として位置付け、指導の工夫・改善のための研究を継続的に実施している。
・研究研修班から、障がいの特性に応じた指導方法に関する情報を週に1回程度、全教職員に発信し、専
門性の向上を図っている。
○保護者の願い、児童生徒の実態の把握
・PTAの個人面談、家庭訪問、連絡帳等をとおしての保護者との対話を大切にし、指導計画に生かせるよ
うにしている。
・児童生徒の利用施設等との連携を図っている。

〔課題〕
●日常的な学習指導案の作成、検討による授業改善
●個に応じた教材・教具の工夫とデータベース化による発信
●個別の指導計画の日常的な活用による保護者理解の促進

〔成果〕チェックリストを用いた評価により、対人関係、体力、意欲のいずれかに伸びが見られた児童生徒
                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             ７４．２％
〔具体的な取組〕
○気持ちのよい挨拶のできる児童生徒の育成
・毎朝、7時50分から正門にて、児童生徒会を中心に挨拶運動を実施している。
・集会時、教室で、廊下、職員室入室時等といった場面ごとに、適切な挨拶ができるようことばかけをして
いる。
○意欲的に清掃に取り組む児童生徒の育成
・10月に全校一斉奉仕活動として、児童生徒の実態に応じた校内外の環境整備活動を行い、全員で活動
する喜びを味わった。
・高等部においては、県チャレンジ検定のノウハウを取り入れた清掃を行っており、清掃技術の向上が図
られている。
○児童生徒の体力の向上
・全学部、毎朝、一定時間、体育の時間を設定し、児童生徒の実態に応じて体力作りを行い、体を動かす
ことが習慣になってきている。
・中学部、高等部では、作業学習をとおして、立ち仕事に対応できる力の育成を図っている。

〔課題〕
●児童生徒会の「あいさつ運動」の主体的な取組
●全校児童生徒のチャレンジ検定を意識した清掃の取組
●継続した体力づくりの取組と児童生徒の作業学習・係活動への意欲の向上

分析・考察

①小学部から職業を意識した教育を
行う。
②産業現場等における実習を通して
課題を確認する。
日常の指導を通して課題を解決する。
全ての生徒の進路希望を保障する。

重点目標

○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。

・先生方は日頃からよく指導してくださっていると思います。保護者にもいろいろなアドバイスをしていただいて、家庭でもがんばらせています。これからもよろしくお願いいたします。
・明るく楽しい学校に変わったなと思います。
・全体的に学校の雰囲気はいいと思います。入学希望者が増え、ニーズも増え、ますます向上を求められると思います。
・校長先生をはじめ、両教頭先生が代わられた平成26年度。昨年と違い、穏やかな雰囲気の中で確実な学校運営が成されたと感じました。
・支援学校が一体となって子どもたちの教育指導・支援が行われていることに頭が下がる思いです。ご苦労様です。

平成26年度学校評価（自己評価）

学校関係者評価

・「キャリア教育を視点に置いた基本的生活習慣の確立」については、学校関係者評価並びに自己評価の結果から高評価をいただいた。特に挨拶の徹底では、気持ちの良い挨拶ができていると評定したものが全体の９８．０％であった。
・「生徒指導体制の充実」については、児童生徒の安全を常に考え学習環境を整えていると答えた割合が全体の９７．３％であった。避難訓練や災害時のための食料等の備蓄に関しても先進的な取り組みがなされていると評価され、９７．０％の評価をいただいた。
・「授業改善による基礎・基本の定着」については、授業改善を行った結果、児童生徒が意欲的に授業に取り組んでいるという評価が９７．５％に及んだ。全体的に教職員の意欲や誠意の向上が感じられたと答えた割合が９６．８％と高かった。
　今後は、蓄積している教材や情報機器のデーターベースの活用を引き続き行い、保護者や地域住民へ特別支援学校の取り組みを発信していきたい。

（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」「夢チャレンジ（清掃）」する児童生徒の育成

”特別支援教育は
何のために行うのか”

「一人一人のニーズに応じ
た生活自立と社会参加」

　　”特別支援教育での
　　　　　子育ては”

「挨拶」「感謝」
「夢チャレンジ（清掃）」
する児童生徒の育成

　・高等部３年生の
　　希望就労率
　　１００％

・卒業後を見据えた個別の
　教育支援計画の作成

･妥当性のある個別の指導
計画の作成と正しい評価

･挨拶、感謝などの評価段
階のチェックリストを作成し
　評価の伸びが１００％

①高等部職業生活科の生徒全員が
ローテーションで取り組む。
②全校集会や卒業式の練習で、その
場に応じた挨拶を指導する。

①毎日決まった時刻に、トレーニング
を行い、体の正しい動かし方を指導す
る。
②立って作業する機会を増やす。高等
部においては生活教養科の作業を除
く、室内作業全て（４種目）を立ち仕事
にする。


