
(別紙様式２）

○マイチャレンジの取組みでは、６月のスタートから１２月上旬ま
でに、２０名が５級クリア、１９名が４級クリア、９名が３級クリア、
１名が１級クリアである。半数以上の子どもたちが２級以上をクリ
アしている。また、学校行事「げんきまつり」「なかよしまつり」で
は、全ての子どもたちに、教師がことばかけや用具の工夫、場面
設定を工夫するなどの具体的な手だてで支援を行うことで、全て
の子どもたちが自分の目標を達成することが出来た。

○クラブ活動について、年間指導計画に基づいて小学部では３
度、ゲーム「卓球バレー」を行った。初めはラリーが続かなかった
が、続けていく内に教師が支援しなくてもゲームができるように
なった。みんなで声を掛け合い楽しく意欲的にゲームに取り組ん
だ。中学部では「ゆうゆうスポーツ」としてサッカー、フリスビー、
警泥、バスケット、テーブル卓球などを行い、チーム内で声を掛
け合い触れ合い互いに認め合う姿が見られた。「ゆうゆうレク
レーション」として映画鑑賞、カラオケなどを行った。共通の趣味
の話題で盛り上がる様子が見られ,所属意識が高まっている。高
等部では水曜日の放課後、１５分程度、サッカーや陸上の練習
に取り組んでいる。放課後、余暇活動的な活動となっている。

○げんきまつり、なかよしまつりでは、児童生徒一人一人の活躍
の場、日ごろの学習の成果の場があり、自己肯定感や仲間との

○マイチャレンジについて、継続した取組を呼びか
け、全ての子どもたちがさらなる級の獲得を出来る
ように取り組む。

○年間指導計画に沿って小学部、中学部のクラブ
活動は、今後も継続して行っていく。高等部は、次
年度の教育課程において水曜日６限に特別活動を
編成。

 

○１２月実施の保護者アンケートを分析し、次年度

3
毎年、様々なタイプの児
童生徒によく向き合ってよ
く取り組まれていると思
う。

○個別の指導計画に基づくマイチャレンジ検定
の実施（縦割り研修グループ※）
・目標設定と個別の指導計画の関係性
・過去のマイチャレンジ検定の履歴活用

○児童生徒のクラブ活動や部活動の活性化

○１年間の学校行事における全校児童生徒全
員の活躍場面の設定と目標達成にむけた個別
支援の工夫

○一般就労や福祉就労する上で在学中に
すべき学習内容について、小学部・中学
部・高等部縦割りグループ※により教員研
修を実施。

＜社会自立や職業自立にむけた力＞
●遅刻や欠勤、休憩時間の睡眠の課題
●作業着の洗濯、ベルトやボタン身だしな
み
●給与の使い方（買い方・おごる・借りるな
ど正しい金銭感覚の定着）
●携帯電話の使用方法やマナー学習
●上司や後輩との人間関係構築
＜教職員の指導と実習受け入れや就労先
の企業のニーズについて＞
＜他学部の教育課程を実際に体験して理
解する＞

○竹田支援学校の児童生徒の実態にあわせた
授業のあり方（＝竹田支援スタンダード）を、新
しい個別の指導計画様式にそって研究実践す
る
・自己診断シートや研修グループ※による互見
授業研究

＜個別の指導計画をもとにした互見授業の実
践＞
＜授業におけるＩＣＴの活用方法研修＞
＜通知表の２期制を活用した評価のあり方を研
修＞
＜年３回の校長面談における目標管理シートと
自己診断シートの連動＞

ＰＬ：特活・生徒指
導主任

ＳＬ：教務主任

ＳＬ：各学部主事

重点目標

（１）『仕事に“つなげ
る”（地域で生きる）』

○地域で生きていく児童生徒の
社会自立・職業自立のために必
要な力や学習内容について教職
員研修を実施する。

〇中学部ジョブチャレンジや高等
部２年デュアルシステムにおける
産業現場等における実習、企業
向け学校公開、夏季休業中にお
ける教職員実習体験、新規実習
先企業開拓などの年間行事を通
して、教職員と実習先や雇用先
の企業主との情報交換を実施す
る。

○中学部や高等部の作業学習、
メンテナンス検定やオフィスアシ
スタント検定、ビジネスマナー研
修等を他学部の職員が実際に体
験・経験する。

◯学びの困難さに対応する指導
上の工夫や配慮、手立てを明記
した個別の指導計画作成と授業
実践する。（互見授業実施や合
理的配慮の視点）（通知表２期制
の活用）

○竹田支援学校の児童生徒にあ
わせた授業のあり方の研修を実
施する。（竹田支援スタンダード
の作成）

◯教職員全員がＩＣＴを活用して
授業を実践する。

○児童生徒の実態にあわせたマ
イチャレンジ検定の目標設定を
おこなう。（スモールステップ設定
や保護者の希望や意見の導入）

〇小学部中学部のクラブ活動や
高等部における文化的・体育的
な部活動の実施による自己肯定
感の向上

○げんきまつりやなかよしまつり
など学校行事において全校児童
生徒の自己肯定感を１００％アッ
プさせる。（自己有用感の向上）

◯始業式・終業式や全
校集会、学校行事にお
いて、一人一人の児童
生徒のやる気につなが
る支援を、全校児童生
徒（１００％）に実施す
る。
（教職員：自己専門性
チェックシートにおいて
教職員が、ランクアップ
達成）
（本人や保護者：アン
ケートによるやる気や意
欲の向上意識において
８０％の児童生徒が向
上）

（３）『やる気に“つな
げる”（自己肯定感の

育成』

達成(成果)指標

◯児童生徒の障がいの
状態や発達段階に応じ
た授業のあり方や教材
準備について各学期に
１回研修する。（年間３
回）
（教職員：自己専門性
チェックシートにおいて
教職員が、ランクアップ
達成）(生産物：校内研修
での授業改善のための
竹田支援スタンダード資
料作成）

重点的取組

◯児童生徒が卒業す
るまでに、社会自立・
職業自立に必要な力
について、教職員にお
ける進路指導研修を
年間５回実施する。
（教職員：自己専門性
チェックシートにおい
て教職員が、ランク
アップ達成）
（保護者：研修内容に
おける必要な力につ
いて資料配付し、満足
度アンケート８０％達
成）

（２）『学びを“つなぐ”
（学びの連続性）』

【３つのつなぎ】で学校重点目標を設定
（１）『仕事に“つなげる”（地域で生きる）』
（２）『学びを“つなぐ”（学びの連続性）』
（３）『やる気に“つなげる”（自己肯定感の育成）』

実施時期　　平成29年　1

学校名 　　　大分県立竹田支援学校    

ＰＬ
ＳＬ 重点的取組・取組指標の実践

（１）豊かな人間性や生きる力を培い、社会参加と自立をめざす小・中・高一貫した教育を推進する。
（２）児童生徒の障がいの重度・重複化、多様化に対応するため障がいの状況及び特性を踏まえた
指導、支援の改善・工夫をはかり、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を推進する。
（３）保護者や関係機関と連携して、児童生徒の自己肯定感を向上させ学習場面や生活場面でのや
る気や意欲を高めさせる。

平成29年度   学校評価 (中間　評価）

検証結果（自己評価）

前年度評価結果の概要

○「地域とつながる」実践として学校ホームページの更新を全職員で実施し、学校周辺の松本地区や玉来地区における回覧板の配布など、学校を地域にアピールすることができた。
○「仕事につなげる」実践として高等部３年生の希望する進路先決定を１００％達成したが、卒業後の課題を考えた定着支援のために在校中に指導すべき内容についてもっと研修することが必要になった。
○「学びをつなぐ」実践として互見授業を全職員で実施したが、教職員個人のスキルを向上することに限定されている。学校組織として互見授業の取り組みをもっと活用して専門性の向上を図る必要がある。

取組指標

学校教育目標

「ナンバーワンよりオンリーワン」を合い言葉に互いにみがき合い、自ら学び、地域で心豊かに生きる子どもの
育成

中期目標 重点目標

今後の改善策評価 学校関係者評価

〇社会自立・職業自立のために必要な力や学習内容について
の職員研修
・１２月２０日に、今年度の研修内容をまとめを実施。
〇実習先や雇用先との情報交換
・産業現場等における実習での情報を、巡回中の様子を職員室
内に掲示、写真や動画をフォルダにて共有した。また、１２月２０
日の進路研修で報告。
・夏季休業中に施設・事業所見学を実施した。作業してみての感
想、事業所を利用するに当たっての必要な力等を記入した報告
集を作成し、共有した。夏季休業中に実施した職場開拓では、7
カ所の開拓ができた。
・８月２２日に、中学部のチケット仕分けと紙工、高等部のメンテ
ナンス検定やカッター部品の組み立て、またオフィスアシスタント
検定の職員による体験を実施した。日頃の取組が、小学部から
中学部、高等部へと指導がつながっていくことを職員が実感する
ことができた。

○必要な力や学習内容について、グループ討議や
実習先、雇用先との情報交換をとおして挙げられた
内容について、今年度の研修としてまとめたものを
作成し、５回目の研修の際に、小中高それぞれで、
具体的な取組について協議する。（教職員研修のま
とめについて、3学期に進路新聞等で保護者に資料
配付）

○中学部と高等部における作業学習の指導内容に
ついて、全職員で共通した視点を持ち、教育課程上
での「一貫した指導」ができるように、今後全職員で
協議する。

ＰＬ：研修主任
　　　指導教諭
ＳＬ：教務主任

ＳＬ：各学部主事
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ＰＬ：進路指導主任

ＳＬ：教務主任

ＳＬ：各学部主事

2

授業において、接遇対応
マナーなどを学ぶ研修を
行ってみてもよいと思う。
高等部などは、生徒の指
導において自分でできる
ことはさせて、遠目にみる
指導に移行していくことも
必要である。
卒業後の進路決定をする
ことも大切であるが、親な
き後のことも考えて就労
や生活の場を考えておく
ことも大事である。

小学部や中学部は児童
生徒が楽しみながら学ぶ
工夫をよくされていると思
う。
中学部の作業学習（チ
ケット仕分け）は、集中力
をつけるのによい学習で
ある。
高等部での家庭科学習
は卒業後を意識したよい
授業ができている。

○研究推進委員会でさらに検討を重ねながら、互
見授業の成果を分析し、一人一人の実態や学びの
困難さに結びついた個別の指導計画の有高を追求
する。

○来年度の指導計画作成が効率的・効果的にでき
るよう、新しい様式の意図や作成手順が理解できる
よう説明をする。その際、今年度の各学部の取組を
いかして作成できるようにする。
○「年間指導計画」や「個別の指導計画」の見直し
が授業改善につながったことが見えるような互見授
業の提案を行い、事前研修で説明する。

○ICTを使った授業をすることと、データ保存するこ
とを呼びかけ、未実施の教職員については同じ学
級や学年の教職員にも協力を仰ぐ。
○個別の支援計画への追記、資料の添付等を行
い、支援の継続するとともに、予想される課題を未
然に防ぐための連携をする。
○課題の発生の有無にかかわらず、全児童生徒の
環境等に関する情報交換の場を定期的に設定す
る。

○「個別の指導計画研修ワークシート」を分析すると、シート①で
は72.7％の先生が、シート②では54.5％の先生が、手だてを見
直して変更していることが分析できた。一人一人の学びの困難さ
に対応した配慮や手だてを明記した個別の指導計画の様式に
ついて、研究推進委員会でも検討を始めた。
○指導内容を見直し、「個別の指導計画」の基となる「年間指導
計画」を修正した。小学部では.新たに「基本的な考え方」を作成
し、中学部では生単のグループ学習を見直した。高等部は生単
の年間指導計画の中で指導内容を見直し、学年毎に系統性をも
たせるようにした。
○教職員全員によるワークシート結果より、指導教諭や教務主
任と検討し、より効率的で効果的な指導計画の様式を作成した。
○互見授業については、計画的に進められている。小学部は１
学期に終了。高等部は２学期。中学部は３学期に実施する。そ
れぞれ事前研修と事後研修を行い、小・中・高の縦割りグループ
で討議を行い、学習の連続性や系統性についての視点が入り
やすいようにした。
○ICTを活用した授業については、データ保存した教職員は約６
０％である。

○児童生徒が安心して学ぶための環境調整をするため、校内
ケース会議及び外部機関と連携した拡大ケース会議を18件行っ
た。会議で決定したことを、誰が（担当）、誰に対して（支援の対
象者）、どのような支援を行うかを一覧表にして共有することで
役割分担が明確になり、課題の可決に向けて取り組むことがで
きた。


