（別紙様式２）

平成２８年度学校評価（１学期末評価）

実施時期
学校名

前年度評価結果の概要

重点目標

達成（成果）指標

重点的取組

１ 授業力向上の更
なる推進

〇学部合同・学年で実施する生活単元学
習において、
「道徳」の指導内容を実施
計画案に明記する。

教育課程の改善（具体的内
容を活用した授業実施）

〇提案授業に基づく授業研究会を１月ま
でに７回行い、個々に応じた指導と支
援の一体化で、わかる授業実践を進め
る。

効果的なＴ．Ｔの配置研究

○名前を呼ばれて、各児童生徒の可能な
方法で返事をする率１００％

日常生活の基礎基本の充実
と徹底

３ つながり合う力
の 更 な る 育 成

大分県立佐伯支援学校

○安全安心な学校環境の確立のため、防災教育や防災訓練並びに緊急対応訓練を実施し、訓練をとおして状況に応じた判断、行動が取れるようになってきた。また、訓練や防災教育研修を実施することで、児童生徒、教職員並びに保護者が防災に対する意識をより
高めることができた。次年度は、保健体育部に安全教育の業務内容を位置づけ、引き続き安全安心な学校環境の維持・徹底に取り組む。
○「あいさつ」
「清掃」
「時間を守る」全校での取組の中で、特にあいさつ運動やあいさつ名人の表彰をとおして全校的にあいさつの力が高まり、基本的生活習慣の徹底が図られた。視覚的支援や学習環境の工夫という視点で一人一実践の授業公開を行い、授業力の
向上へとつなげていった。引き続き、授業力向上にむけ取り組みたい。
○「情報交換会」「一般就労に係る連絡会議」や進路に関する研修会、職員の職場体験実習等で地域の関係機関と連携して進路指導・進路保障を進めることができた。次年度は、地域・保護者への就労に係る知識・理解を浸透させたい。

学校教育目標
基本的人権を尊重し、児童生徒の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行い、自立し
社会参加することをめざし、豊かでたくましい心身と自ら生きる力を培う。

２ 安全安心な学校
環境の維持・徹底

平成２８年７月

○“災害時”と“生徒の疾病、捜索などの
緊急時”の対応について、より現実的な
対応を構築していくために、訓練後の
「学部反省」→「マニュアル修正」の流
れの定着１００％

安全教育の更なる推進（生
活安全、交通安全、災害
安全）

○児童生徒相互の好ましい人間関係づく
り・生徒指導問題防止・校内事故防止の
３点を柱に、現状を見つめ直し、課題を
捉え、チームで指導にあたるための「安
全安心情報交換会」の定着１００％

生徒指導力の向上
（危機意識の育成、ルール
の徹底）

〇年間４回の研修会を実施し、法的根拠
に基づいた教育活動の展開

スクールコンプライアンス
の周知・徹底

○高等部３年生の希望進路の達成１０
０％

１
２
３
４

中期目標
学力保障
特別支援教育の専門性の活用と同僚性の発揮
健康・安全教育の徹底
キャリア教育の充実

取組指標

重点目標

ＰＬ／
ＳＬ

・生活単元学習実施計画案について学部会・学年会で審議する際、 ＰＬ：
教育活動全体で扱う道徳の指導内容を具体化する。
教務主任
ＳＬ：
各学部主事
・研究テーマに沿って、各学部（小２回、中２回、高３回）が年間 ＰＬ：
７回の提案授業を行って、授業研究をする。
研究主任
ＳＬ：
各学部主事
・名前を呼ばれたら相手の方を向いて返事ができるよう、１人１人
の実態に合わせた支援の仕方を工夫し、それを学部職員で共通理
解し、全職員で指導する。
（小）
・
「自ら時間を守って着席、あいさつ、指名されて返事、しっかり話
を聞く、挙手して発表できる生徒の育成」をめざし授業の推進を
毎月学部研修で反省評価する。(中)
・名前を呼ばれたら、各生徒の可能な方法で必ず返事をすることを
学部の目標にして学部全員で共通理解し、日常的に指導する。
（高）

ＰＬ：
各学部主事

・学部反省→マニュアル修正を各種訓練後に毎回実施する。（年９
回、学部会と職員会議にて）

ＰＬ：
保健体育主任

ＳＬ：
生徒指導主任

ＳＬ：
生徒指導主任

企業や福祉事業所などの関
係機関との更なる結びつ
き

・情報交換が必要な項目を明示した「安全安心情報交換会」を学部
または学年単位で月１回実施し、そこで出された内容についての
全教職員での共有を図る。
・ささいなことも見逃さない「気づき」と、問題の未然防止や早期
解決へ向けての「対策」が話し合われる会となるための「視点」
を作成し、それを用いた会の運営を推進する。
・教職員を対象に、１学期に「学校安全と学校事故」
、夏季休業中
に「生徒指導」、
「学習指導要領と教育課程」、３学期に「判例」
について研修し、実践の根拠となる法的基礎知識を身につけ
る。
・研修により得た教育活動の基礎となる法的根拠に照らし、年間４
回実践上の課題を見つける機会を設け、改善を行う。

ＰＬ：
生徒指導主任

・福祉事業所及び関係支援機関を招集しての情報交換会を年に２
回以上実施する。
・一般企業を対象とした学校見学会を実施する。

ＰＬ：
進路指導主任

ＳＬ：
保健体育主任

関係機関との協力関係を活
用した校内外向け指導力の
向上

・校内支援会議、モニタリング会議、実習反省会など関係機関との
連携で得た児童生徒の情報を職員で共通理解し、個別の支援や指
導にいかすための教育相談職員研修と進路指導職員研修を実施
する。
・地域の学校の巡回相談や授業観察をより充実させ、個別支援に情
報やノウハウを提供するとともに、学校の職員研修、市教委主催
の特別支援教育研修に積極的に協力する。

２

３

３

３

３

ＰＬ：教頭
ＳＬ：
生徒指導主任

ＳＬ：
高等部主事
○地域の学校や市教委主催の研修への協
力や情報提供を進めつつ、指導支援方
法の検討を中心とした教職員向け教育
相談研修、保護者と教職員を対象とし
た進路指導研修を年間２回実施する。

評
価

２

２

ＰＬ：
教育相談主任
ＳＬ：
進路指導主任

３

１

授業力向上の更なる推進

２

安全安心な学校環境の維持・徹底

３

つながり合う力の更なる育成

検証結果（自己評価）
重点的取組・取組指標の実践

今後の改善策

・1 学期は各学部 2 回ずつ、生活単元学習の中で扱う内
容について学部会で審議を行い、具体的な指導内容を
実施計画案に明記した。

・引き続き同様の取組を行っていくととも
に、来年度教育課程の編成に活かせる
よう、具体化された道徳指導内容につい
ての一覧表を作成する。
・短時間でより細やかな打ち合わせがで
きるように、提案授業の度に項目、記入
方法等を見直し、使いやすい 『Ｔ・Ｔ支
援計画・評価表』を作る。

・1 学期は中学部、高等部それぞれ 1 回ずつ提案授業を
行った。その際Ｍ.Ｔと T.T の事前打ち合わせ、事後評価
に、『Ｔ・Ｔ支援計画・評価表』を使用するようにした。
・職員アンケートでは、９１．７％が「AT の役割について
理解できた」と回答。
・グループ学習では、それぞれの児童の実態や支援の仕
方を共通理解して、実践できており、相手に注意を向け
て自分なりの返事ができる児童が増えてきている。（小）
・４月より、早めの移動と着席を促してきたことで、着席に
ついてはほぼ定着しつつある。発表の仕方等について
も、生徒の実態に合った指導を行っている。（中）
・学部会で共通理解して各学年毎に「返事」の指導を行っ
ている。ほとんどの生徒が各自の可能な方法で返事が
できるようになってきている（高）

・夏休み中に全職員で児童の実態や支援
の仕方を共通理解する時間を取り、２学
期以降さらに実践を深める。
・「必ず返事をする」「集団の授業でも各
自が返事をする」ということを学部で共
通理解し、２学期以降実践する。
・返事ができる児童生徒については、主
体的な挨拶や行動ができるよう指導す
る。

・４月に児童生徒不明訓練、５月に地震津波避難訓練を
実施し、マニュアルの修正を行った。
・新たに洪水、火災、竜巻への対応マニュアルを作成し
た。
・マニュアルの修正、確認については、夏休みの前半に
研修を行い、全職員に周知徹底を図った。
・「安全安心情報交換会」は㊙扱いなので、実名記入で
統一し、本年度より、事務室や看護 師などにも回覧
し、情報共有を しやすくした。 また、指導の内容や結
果を記入することで、 問題行動等の指導の手がかりや
視点につなげた。

・訓練後、アンケートはすぐに取ることが
できたが、それを元にした反省会が遅く
なった。今後２、３週間以内に実施する
ようにしたい。また、各訓練を計画通りに
実施していきたい。

・学校全体の会議実施計画の見直しにより、１学期実施
予定の「学校安全と学校事故」を７月下旬に実施した。
（扱った内容：学校保健安全法、 国家賠償法、判例、
教師の注意義務、大川小学校事故報告書提言）
・公務員の業務は全て法的根拠があることを全ての教職
員が確認でき、職員アンケートでは、８９．７％が「今後
の業務に役立った」と回答。

・夏季休業中に、「学習指導要領と教育
課程」、「生徒指導」について２回の研修
を実施し、より広い分野で法的根拠や判
断の基準を確認する。
・研修後に Web アンケートを実施し、研修
の効果を確認するとともに、２学期以降
の業務において、研修内容が活用でき
るよう提案実施の際に確認する。
・高等部３年生の進路目標達成に向けて
関係機関や企業・福祉事業所と更なる
連携強化を図っていきたい。

・「関係事業所との情報交換会」を４月に、「一般就労に
係る関係機関との連絡会議」を７月に開催し、福祉事業
所や関係機関との連携を図ることができた。
・運動会や学校公開などの行事や現場実習、職場体験
実習などを通じて、企業や福祉事業所をたびたび訪問
し、依頼や相談がしやすい関係を築くことができた。
・学校ケース会議は予定通り各学部 1 回、計 3 回実施し
た。対象の児童生徒の支援に関して、助言者より適切
なアドバイスをいただいた。学校公開で市教委主催の
研修に協力し、情報発信をすることができた。今年は、
時期を変えて「進路学習会」(7 月)を実施した。生徒・保
護者が進路決定に向け、積極的に各事業所の話を聞
き、相談する姿が見られた。

・生徒情報や指導、指導の結果等を具体
的に記入し、より全職員が共通理解でき
るように取り組む。
・毎月第３火曜の学部会で、安心安全情
報交換会定例実施する。

・8 月 23 日に「子どもの支援を考える会」
を実施する。今年度は本校教職員に加
え、地域の小・中学校にも参加を呼びか
けている。モニタリング会議については、
今後精選化を視野に入れ、各関係機関
とも話をしていきたい。

学校関係者評価

