(別紙様式３）

平成 30年度学校評価（年間評価）
学校名 大分県立佐伯支援学校

○重点目標１「TKプロジェクトの推進（カリキュラム・マネジメントの確立）」については、個別の指導計画を中心としたカリキュラム・マネジメント、K会議の定例化等成果があった。特に担任と保護者との面談による個指計と通知表の説明会の実施は、他校にはない先進的な実践で
あった。H29年度は各種取組の枠組みの構築がほぼできたので、H30年度はそのシステムを活用した中味の充実が求められる。
前年度評価結果の概要 ○重点目標２「安全性の向上と児童生徒と向き合う為の時間の確保につながる業務改善の推進」については、文科省が新たに掲げる「働き方改革」を先取りした取組であり、業務改善提案シートの活用や各種マニュアルの作成等の成果があった。但し、取組指標の量的達成に加え
質的内容の検証を十分にし、その上での工夫をしなければ、達成指標の全ての数値目標の１００％達成は難しい。H30年度は県立学校でタイムレコーダーの導入が予定されているので、客観的な数字で勤務実態の把握をしながら業務の平準化を推進することが求められる。

学校教育目標

中期目標

重点目標

１ 児童生徒一人一人に向き合う教育指導システムの確立
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
２ 児童生徒職員にとって安全安心な環境の構築
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。
３ 全職員が協働して、正確・迅速・効率的に業務を遂行できる学校経営体制の確立

１ 「TKプロジェクト」の推進（カリキュラム・マネジメントの確立）
２ 児童生徒・職員の健康維持と安全性の向上及び、児童生徒・授業と向き合うための時間の確保につながる業務改善の推進

自己評価結果
重点目標

達成(成果)指標

重点的取組

（１）
「個別の指導計画検証会議」 ①
（K会議）が、「個別の指導
「個別の指導計画検証会議」（K会議）の効
計画」の確認・修正や、授業の 果的運営
工夫・改善に役だったと
回答する教員が100％（職員
アンケート）
(昨年度…８８％)
（２）
「個別の指導計画」の指導項
目毎の評価で、全児童生徒の
１ TKプロジェクトの推進
合計において、◎評価60％以 ②
（カリキュラム・マネジメントの 上かつ◎+〇評価100％
K会議と連動した授業改善の推進
確立）
（昨年度…◎５２％、◎＋〇９
３％）
（３）
学校での指導内容とその結
果が理解できたと回答する保
護者者が100％、子どもの指
導について学校と家庭の連携
ができたと回答する保護者が
100％（保護者アンケート）
（昨年度…「理解できた」
100%,「連携できた」未調査）

③
「個別の指導計画」に基づいた指導・評価
の、保護者への明確な説明と保護者の理
解の深化及び、学校と家庭の連携の促進

取組指標

・K会議の計画的運営（協議内容と協議期日を明記し
た予定表の作成）
・クラス解体授業や合同授業における各単元の、進行
管理責任者・児童生徒毎の評価担当者の明確化
(進行管理責任者・評価担当者一覧表の作成)
・次年度の教育課程と年間指導計画の作成につなが
る、「K会議実施報告シート」の作成・活用

・「通知表」の様式に関する説明会の実施
・「個別の指導計画」「通知表」の保護者への説明会
の企画運営
・説明会後の保護者アンケートの実施

③
校内における児童生徒の安全管理・衛生
（３）
学校での活動における児童生 管理の徹底
徒の事故発生件数０件
（昨年度…０件）

総合評価
次年度への展望等

評価

分析・考察

ＰＬ：研究
主任
ＳＬ：学部
主事
（学
年主任）

・授業観察シートの作成と、管理職・主幹教諭による ＰＬ：主幹
教諭
授業観察
・管理職・主幹教諭による授業観察後の指導・助言
・管理職による、個別の指導計画の定期的なチェック ＳＬ：校
長・教頭

（１）
児童生徒・授業と向き合うため
の時間（授業準備・職員間の
・分掌機構の改編と分掌業務の精選・変更
情報交換や話し合い等）の確
・衛生管理者と学部主事による、職員の残業時間の
①業務改善の推進と、分掌間の業務の平
保ができていると回答する教
チェックと、授業・分掌業務・学部業務を包括した、所
準化・職員一人一人の業務の平準化
員が100％（職員アンケート）
属職員の業務の平準化
（昨年度12月…８３％）
・学部内の業務改善の推進（行事の精選等を含む）
②
（２）
２ 児童生徒・職員の健康維
タイムレコーダーを活用した職 管理職による全職員の残業時間の把握
持と安全性の向上及び、児童
員一人一人による働き方 と、「ノー残業（１回以上
生徒と向き合うための時間の
改革で、残業時間が、月４５時 /週）」・「平日19：00以降と休日の完全閉
確保につながる業務改善の推
庁」・「夏・冬休み期間
間・年３６０時間以内
進
の職員が100％、そのうち月３ のノー残業」の徹底で、職員一人一人によ
る業務改善の促進
５時間・年３５０時間以
内が80％以上
（昨年度…未調査）

ＰＬ
ＳＬ

ＰＬ：学部
主事

ＳＬ：学部
主事

・管理職による残業時間のチェック(毎月)
・管理職による、残業時間月３５時間以上の職員との
面談及び、勤務状況改善のための助言・指導
ＰＬ：教頭
・「ノー残業（１回以上/週）」・「平日19：00以降と休日
の完全
ＳＬ：事務
閉庁」「夏・冬休み期間のノー残業」の不実施者への、 長
管理職からの指導・助言
・「残業時間月３５時間以内」の「目標管理シート」での
ＰＬ：生徒
指導主
・ヒヤリハット対応マニュアルの周知と対応の徹底
任
・給食指導確認シートの作成と確実な運用
保健体
・感染症対応・衛生管理マニュアルの周知・徹底
育主任
ＳＬ：教頭

・K会議の内容予定作成 （年度当初に研究部の方針提示）
・Ｋ会議での個別の指導計画の効果的な活用（ 使いやすいツー
ル）
・３学部に応じた様式を作成 する。
・教育課程における年間指導計画の効果的な作成 （時期や内
容）
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・学部でのK会議の有効活用が図れていない 。（進め方や話の方向性）
・職員自身の「個別の指導計画」における内容や項目における 確認や見直
しが不十分。（決められた様式に沿った作成することに追われた。）
・年度当初に学部に応じて、評価担当者一覧表を作成 。
・システムの構築不十分さ がある（報告シートの活用）
・個別の指導計画の学習会実施（ 自立活動の指導の事例研）（小学部）

2

・Ｋ会議の内容の改善未実施 （授業改善の意見と個別の指導計画の改善）
・感想交換にとどまっている 互見授業（他学部の授業を参観する機会は設 ・Ｋ会議のビジョン提示（ 個別の指導計画の改善部分や目標設定など）
定された）
・互見授業の位置づけ提示 。
・「授業観察シート」に基づく授業観察実施 （授業開始から終了まで）
（どこをどのように改善したか提示）
（児童生徒下校後に授業者へ個別の助言実施）
（その妥当性を第三者に見てもらうための互見授業 ）
（教頭と主幹教諭（２名）による対応）
（「授業観察シート」の活用 のあり方）
・「互見授業」研修実施 （後期：職員が授業者と観察者の両方の立場にて）
（「互見授業」の目的や意義 を確認）
（「互見授業」の意義理解不十分）
（具体的な授業改善につながる授業者自身の改善ポイントを宣言）
（授業を見るだけ⇔授業を見られるだけ”）

2

・保護者アンケート結果からの分析 が必要。
（「進路に関する情報」が不十分で、その他の意見から反省点や改善点が判
明）
（意見内容を学部懇談で報告し改善点を説明実施）
（保護者意見から１２月PTA時に、授業参観時間の設定実施：意見反映）
・年間指導計画の説明実施 （年度当初のPTA総会など）
・年２回（９月と２月）の保護者説明実施 （指導内容及び評価）
・保護者アンケート結果を即反映
（担任が「通知表」や「個別の指導計画」等を用いて、成長部分や課題の説
明や、指導の方向性を確認実施）
【高等部】指導内容及び評価に関する説明に２６名（６７％）保護者参加
【中学部】指導内容及び評価に関する説明に１３名（８１％）保護者参加
【小学部】指導内容及び評価に関する説明に２１名（96％）保護者参加
・面談等で、勤務時間には表れない負担感を感じている職員をチェック
・各学部における書類作成の時間確保など業務改善を推進した結果、目標
する。
値を達成できたが、 業務の平準化までには至っていない。
・学部主事や衛生管理者が協力し、業務負担の偏りがある職員への支
（①見通しをもてるように行事予定や各種締切日等を庁内連絡で知らせ
援策を講じる。
た。）
効果的な運営方法
（②一部の行事について目的・内容及び教育課程上の位置づけ を見直し
（分掌業務と学部内業務を関連づけや、職員の役割分担）
た。）
チェックリストや指導段階表資料 を整備
・持ち帰り仕事や、業務の負担感など時間外勤務の数値には表れない部
（「年間指導計画」や「個別の指導計画」を作成する拠りどころ）
分の課題が明確になった。

2

ＳＬ：教頭

ＰＬ：衛生
管理者

次年度の改善策
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2
3

3

・全県立学校と佐伯支援学校の残業時間の傾向は、
①佐伯支援は残業時間数は少ない,②8月や12月末や1月など長期休業の
期間については、年休取得のため残業時間はほぼ少ない,③他学校と同
様に、教務主任や学部主事の残業時間が多い傾向にある ことが判明。
・業務の平準化は、年間の中で見通しをもって、仕事量をどのように誰がこ
なしていくかを全職員で考えていくよい機会になった。

・今後の働き方改革が時間数だけでなく、限られた勤務時間内で、どの
ように効率よく仕事をこなしていくか が、すべての教職員のためになる
と考える。今後も会議の精選や効率のよい運営 をめざして次年度も努
力していく。（１５：５５－１６：５０の間に、２つの会議実施、校内研究授業
の反省会等の内容や会議運用、e-OFFICEを活用した報連相の活用な
ど）

学校関係者評価

3
・「個別の指導計画」については
思ったよりハードルが低いと思い
ました。
・学校公開や相談会などを増や
してもっと支援学校に行きやすい
環境を整えてほしい。
・PTAの時に「こんにちは」「おは
ようございます」など気持ちの良
い挨拶がされていた。
・授業参観で教職員が児童生徒
のやる気や学習意欲を引き出そ
うとしたり、問題ができるとハイ
タッチしたり頭をなでたりと生徒と
ともに頑張る姿勢が見られた。

3

・校長教頭とお話して、学校が保
護者の話をしっかり聞いて、その
対応をきちんとしてくれていること
に感謝します。
・一緒になってよいものが築けて
いけるようにわたしたちも頑張り
ます。
・学期末、年度末ごとにヒヤリハット報告一覧 を作成し、全職員に原因や対
・地域との関わりのために、校内
策について周知徹底をすることができた。
新聞（高等部の生徒の活動）等
・学期初めや行事前に ヒヤリハットが多くなっていることを年度初めや長
・給食指導シートに ついては、学期はじめに再度確認を行い変更点を明確
を作成し地域の回覧板に入れる
期休暇明けに呼びかける。
にして共通理解を図った。
ことも検討してほしい。
・給食確認は次年度も継続実施。
・感染症対策として、注意喚起文書を発行し保護者および職員へ周知徹底
・指導する教員の増員も検討して
・校内の感染症対策の周知徹底 を図り校内の環境整備に取り組む。
を図った。（インフルエンザ予防のため、学部ごとに、うがいや手洗いの指導
ほしい。
を実施。）

・次年度は、大分県教育委員会におけるカリキュラムマネジメントモデル校に指定を受けて、新しい学習指導要領を踏まえた、教育課程の編成における取組を充実させていきたい。
・タイムレコーダー打刻レポートについては、衛生委員会を中心に分析や状態把握を行い、教職員の働き方について継続して注視していきたい。
・佐伯市における地域に根ざした開かれた教育課程になるべく、小学部や中学部・高等部におけるキャリア教育の充実にむけた努力を実施したい。

