（別紙様式３）
平成２７年度学校評価（年間評価）
学校名

前年度評価結果の概要

○基本的習慣の確立のため「あいさつ」
「清掃」「時間を守る」の３点をスローガンにした。児童生徒へは全校朝会で動画等を使用しての確認、絵入りの掲示物による呼びかけ、登下校時の指導、昼休みの清掃実施、授業規則の明示等、あらゆる場面で徹底して取
り組んだ。職員へは、前述の児童生徒への取組を通じての意識の涵養をおこなうと共に、講師を招聘して接遇研修を実施することにより基礎的な知識の習得をおこなった。学校関係者評価委員だけでなく地域の方にも、あいさつの良さ、学校の美しさについて
評価する声をもらった。
○一つのことが徹底できることにより、他の課題にも職員が能動的に取り組むようになった。地域の関係機関と連携しての進路指導、同窓会組織の設立と実施、防災訓練と安全対応に係る様々な取組等、職員が考え、実施し、反省の中から課題を見つけ出して更
に改善を進めていくという、PDCA サイクルが機能している。

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。

１
２
３
４

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

重点目標

達成（成果）指標

重点的取組

取組指標

生徒指導体制の
確立
（１）
安全安心な学校
環境の確立

（１）安全安心な学校環境の確立
①全校で取り組む防災教育を年間 3 回、保護
者と共に取り組む防災教育を年間 1 回実施
②防災訓練並びに緊急対応訓練（ケガ、不明
者捜索等）を、具体的な想定をもとに年間
７回以上実施

・防災教育の計画・実施と、実施内容の工
夫

・全校での学期１回の地震津波避難訓練に加えて、保護者参加の「ファミリ
ー防災教室」を新たに設定し、災害から避難した後まで視野に入れた安
全安心な学校環境づくりを進める。
・防災モデル事業への取組をもとに、防災計画・防災訓練・防災教育の見直
しと実施を防災アドバイザーの指導助言のもとに行う。
・１学期中にケガ、急病の緊急対応訓練を学部ごとに実施する。
・水泳指導の前に佐伯市消防本部による心肺蘇生法の講習会を全教職員対
象で実施する。
・地震津波避難訓練（全校／学期１回）
、不審者侵入時避難訓練（全校）
、児
童生徒が所在不明になったときの緊急対応訓練（教職員）を、具体的で詳
細な想定を周知し、実施する。

１

（２）授業力の更
なる向上

２

他機関、小中
高各学校との
連携・協力
（１）つながりあう
力の育成

総合評価
次年度への展望等

大分県立佐伯支援学校

（２）授業力の更なる向上
①基本的生活習慣の徹底
「あいさつ」「清掃」「時間を守る」取組の
全校での徹底と、「はい」「ありがとう」を
言葉や身振り等で伝えることができる児童
生徒の育成 100％
②自主的・能動的に活動に取り組む指導の推
進
全ての児童生徒が、登校から朝の会、帰り
の会から下校までの活動内容を発達段階
に応じて理解し、自主的に活動する指導の
共通理解と実施
③わかる授業の推進
・視覚的支援に係る研修、教育環境の構造化
に係る研修を年間 6 回以上実施
・全ての教員が年間 1 回以上指導案を作成す
るとともに、全教員に配布し、授業研究の
推進
（１）つながりあう力の育成
①一般企業、福祉事業所、行政等関係諸機関
との連携による、高等部 3 年生 14 名全員の
実態に応じた進路保障 100％
②進路と教育相談に係る学校案内パンフレッ
トの作成並びに、9 月までに特別支援学級
のある全ての小中学校に配布・説明
③佐伯市教委と連携し、各学校の特別支援教
育コーディネーターと情報交換の場を、各
学期に１度設定
④小中高の各学校との学校間交流を年間 2 回
以上実施すると共に、児童生徒本人や保護
者の希望に応じた形態で居住地校交流を実
施
⑤各学部毎に、地域の特性を活かしたサポー
ターの活用を図り、地域との交流を実施
⑥ホームページの更新（月 3 回以上実施）、並
びに、ケーブルテレビや新聞の取材依頼、
（各年間 10 回以上依頼）
、佐伯市報掲載依
頼の実施

・防災訓練並びに緊急対応訓練の工夫・充
実

・動画を活用しての指導や振り返りの工
夫
・児童生徒会を中心とした、あいさつ運
動」等の推進

・児童生徒が自ら活動に取り組むための
工夫
・視覚的支援の更なる工夫や、
教室環境構
造化の工夫
・一人の教員が実態の異なる複数の児童
生徒への授業の工夫
・障がい者就業・生活支援センター等関係
機関との連携の推進
・生徒の実態に応じた実習並びに進路先
の確保と、一般就労推進の工夫
・進路や教育相談に係る情報提供の工夫

・市内の小中高各学校との交流及び共同
学習に係る、実施のあり方についての
工夫と推進
・地域との交流並びに連携協力に係る工
夫と推進
・本校の教育実践等の取組を、佐伯市全
域へ伝える工夫

・児童生徒会役員によるあいさつ運動を１週間に 1 回実施する。
・児童生徒会担当者が中心となって撮影した全校児童生徒の日常のあいさ
つの様子（抜き打ち）をもとにして、児童生徒会役員が話し合い、
「あい
さつ名人」を学期に１回選出、全校紹介する。
・指示されたら「はい」と答える、また、状況を判断して「ありがとう」と
感謝の言葉を伝えることができる指導を日常的に実施する。
・授業規律の確立を図る（始業時間前に着席や整列をする／発言は挙手を
して行う／話している人の方を見て話を聞く）
。
・朝の会と帰りの会を全て児童生徒が運営するための準備と指導の共通理
解を徹底する。
・年間の互見授業ウィークや特定・公開授業及びその他の研究授業を計画
する。年度当初に、学部ごとに研究授業の計画立案をする。
・視覚的支援や教育環境の構造化に係る研修をする。指導案を提示して授業
提案し、意見交換をして授業改善を図る。
・外部講師に、授業に係る指導力向上のための指導助言を受ける。
・佐伯管内全福祉事業所を対象とした情報交換会を１学期に実施する。
・障がい者就業・生活支援センターをはじめとする一般就労に係る関係機関
との連絡会議を年に２回以上実施する。

・保護者、教職員を対象にした進路研修会を年に２回以上実施する。
・進路だよりを月に１回以上発行する。
・進路研修の案内を小中学校特別支援学級担任、保護者へ送付する。
・市教委主催のコーディネーター研修会などで、情報交換の時間を設定す
るなど、情報交換の場を学期に１度設定する。
・学部ごとに「学部だより」を月１回ホームページに掲載する。
・全校行事や各学部行事について、行事担当者や学部主事が取材依頼を行
う（学期３回以上）
。
・各学部とも交流及び共同学習を年２回以上実施し、地域サポーターや保
護者サポーターによるゲストティーチャー授業を学期に１回以上行う。

重点目標
「人づくり・ものづくり」の推進と「創造と発想の転換」の追求
１ 生徒指導体制の確立
（１）安全安心な学校環境の確立 （２）授業力の更なる向上
２ 他機関、小中高各学校との連携・協力
（１）つながりあう力の育成

ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

ＰＬ：生徒
指導主任

４
ＳＬ：保健
体育主任
ＰＬ：保健
体育主任
ＳＬ：生徒
指導主任

４
４

ＰＬ：生徒
指導主任
ＳＬ：各学
部主事

４
３

ＰＬ：研究
主任
ＳＬ：教務
主任
各学部主
事
ＰＬ：進路
指導主任

３

４
ＳＬ：高等
部主事
ＰＬ：進路
指導主任

３
ＳＬ：教育
相談主任

３

ＰＬ：各学
部主事
ＳＬ：教育
相談主任

３

分析・考察
・避難訓練を年間３回実施し、生じ
た課題を次の避難訓練で解決し
た。
・７回の防災教育研修で避難訓練、
備蓄品、避難所生活等について課
題を明らかにし、解決した。
・全校で１学期の緊急対応訓練で
の改善点をもとに、訓練を実施
し、緊急対応の定着を図った。
・心肺蘇生法講習会は、実技を取り
入れ、効果的に取り組めた。
・避難訓練や緊急対応訓練で、状況
に応じた判断、行動がとれた。
・登校時のあいさつ運動と、「あい
さつ名人」の表彰が定着し、全校
的にあいさつの力が高まった。
・全体的には返事ができる生徒が
増えてきたが、一部まだ難しい
生徒がいる。
・開始時間で言葉かけをする時は
あるが、その他は生徒だけで運
営できるようになってきた。
・視覚的支援や学習環境の工夫とい
う視点で、一人一実践の実施計画
にほぼ従って、授業公開をした。
・外部講師による実際の指導場面
において、参考となる指導助言を
受けた。
・「情報交換会」や「一般就労に係
る連絡会議」により、生徒の今後
の方向性が確認できた。
・進路に関する研修会を年間４回、
職員の職場体験実習を１５企業
で、延べ２５名の教員が実習し
た。
・情報交換の場は設定できなかっ
たが、研修会で各校コーディネー
ターへの周知と市教委への働き
かけを行った。
・各学部とも「学部だより」をホー
ムページにアップできた。（小６
号、中８号、高８号）
・交流及び共同学習では計画した
内容が実施できた。サポーター授
業で、小学部はリトミックを中心
に実施し、中学部・高等部は保護
者サポーターや地域サポーター
を招いて定期的な活動ができた。

次年度の改善策

学校関係者評価

・保健体育部に安全教育の業
務内容を位置づけ、引き続
き取り組む。

・避難訓練は、回を
重ねるごとに児童
生徒の顔つきも変
わり、前を見て教師
の指示をよく聞い
ていた。また、訓練
をとおして、保護者
も訓練の大切さに
気づかされ、防災に
対する意識を持つ
ことができた。

・緊急対応訓練を２回実施
し、共通理解を図る。
・３～４人での連携した心肺
蘇生法の実技を取り入れ、
より実践的な内容にする。
・７２時間を想定した避難所
生活学習や対応備蓄品の
整備を行う。
・あいさつ運動や「あいさつ
名人」の表彰を引き続き継
続する。
・指導段階表を作成し、継続
的に取り組む。
・生活全般において、時間を
意識する取組を行う。
・授業研究会の持ち方を工夫
し、焦点化を図る。
・指導助言を学年や学部の情
報交換にとどめず、全体で
共有できるようにする。
・適宜、綿密な計画のもと情
報交換会を行う。
・教職員の職場体験実習は、
継続した取り組みとする。

・各校情報交換の場の設定な
ど市教委と連携して働き
かけを更に行っていく。

・保護者サポーター授業を実
施する方向でＰＴＡで検
討中である。来年度も保護
者サポーターや地域サポ
ーターを各学部とも続け
て招聘する。

・あいさつ名人の
取組は、
よい実践で
ある。児童生徒のモ
チベーションを高
める。モデリングに
もなる。
・学習面ができる
と自信になる。
もう
少し個別学習（教
科）の時間をふやし
てほしい。
・子どもをよく見
て、興味が持てるよ
うな手作り教材の
工夫をしている。

・情報交換会はよ
い取組である。
保護
者が知りたい情報
を事前に知らせて
もらうとよりスム
ーズに行く。
・進路研修会は、勉
強になったが、
課題
は参加者をどうつ
のるか、
どう増やし
ていくかだと思う。
・校長通信をはじ
め、学部だより、分
掌だよりの「見える
化」の実践はよい。
また、新聞・ケーブ
ルテレビ等への取
材依頼は大切な実
践である。

○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。

