
(別紙様式３）
令和　３年　３月

学校名　　大分県立竹田支援学校

〇新学習指導要領にもとづき、
小・中・高等部の系統的な教育課
程の編成及び「指導における基
本的な考え方」の作成に着手し、
年間指導計画を見直して更なる
充実を図る。

PL:教務主任、学部
主事、研修主任
SL:教務副主任、
学部副主事、研修副
主任
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・カリマネ推進委員会を毎月１回定期的に開催し、新学習指導要領にもとづい
た「指導における基本的な考え方(暫定版)」を作成した。
・基本的な考え方にもとづいて年間指導計画の様式と表記等を改善し、三つの
柱(３観点)をふまえた目標設定を行うことや、各教科等を合わせた指導の指導
内容については中心となる教科とその他の教科との関係が分かるように表記
することとした。

・来年度も月１回のカリマネ推進委員会を開催して「指導における
基本的な考え方（暫定版）」の見直しと修正を行って完成版とし、年
間指導計画のさらなる見直し、評価にどう繋げていくかなどを検討
する。

・「指導における基本的な考え方」を生かし、さらなる学習指導
の充実に向けて取組をすすめてほしい。そのためにも現在取り
組んでいる互見授業を今後も実施することで「指導における基
本的な考え方」の見直し、さららなる充実を図ってほしい。

PLː:学部主事、教務
主任
SLː学部副主事、教務
副主任
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・保護者アンケートの個別の指導計画にもとづいた指導の充実の項目における
評価は３．８であり、３．７以上を達成した。
・管理職及び学部主事が授業観察を行い、個別の指導計画と手だてシートの
実施状況の確認や改善点等について指導・助言した。
・「指導における基本的な考え方（暫定版）」や来年度から導入される個別の指
導計画の様式に照らした観点からも指導・助言を行い、来年度の年間指導計
画や個別の指導計画の作成に役立てた。

・個別の指導計画の様式の変更に伴い、手だてシートの活用を検
討する。
・「指導における基本的な考え方」や「個別の指導計画」の様式等
の観点からの指導・助言を引き続き行っていく必要がある。

・日ごろの授業の様子を連絡帳等をとおして保護へ丁寧に伝え
ていることがアンケート評価の結果につながったと考える。日ご
ろの授業の様子については、ホームページを活用して知らせて
もよいと考える。

PLː:研修主任、学部
主事
SLː研修副主任、学部
副主事
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・「個別の指導計画」や「手だてシート」にもとづいた互見授業を各学部学期に１
回、年間で３回行うことができた。授業者だけでなく管理職や学部主事からの
評価を生かし、次の単元や次年度の指導計画の改善に生かすことができた。

・新学習指導要領に合わせて、「評価・改善シート」の目標や評価
を３観点で記述する必要がある。
・今年度の評価・改善を生かした授業計画や授業実践を行い、さら
なる授業改善を進めていくようにする。

・「評価・改善シート」等を活用したことで、指導内容や指導方
法についての検討が具体的にできるようになったことから、次
年度も引き続きこの取組を行い、授業改善へつなげてほしい。

〇ヒヤリハット事例の蓄積及び分
析により、校舎内外の安全な環境
づくりに努めるとともに緊急時の
体制整備及び訓練をとおして危
機管理意識、危機回避能力を高
める。

PLː保健主任、生徒
指導主任
SLː保健副主任、生徒
指導副主任
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・教員の普通救命講習修了証は、１００％取得を達成した。
・実践に即した環境や具体的な場面を設定した上での緊急対応シミュレーショ
ンを、各学部学期に１回、年間１０回（小学部３回、中学部４回、高等部３回）実
施でき、教員の緊急時の対応力のスキルアップにつながっている。
・ヒヤリハット研修１回目については、校舎内外を危険な箇所はないか学部ごと
に確認を行い危険マップを作成し、安全な環境作りに向けて取り組むことがで
きた。２回目は各学部から二つずつヒヤリハット事例を挙げてもらい、他学部で
対応策の見直し等を行い、意見を集約した。各学部における対応の在り方を見
直すよい機会となった。
・全学部の保護者に対して災害時等の引き渡し方法の説明を行い、三密を避
ける等の配慮をした上で高等部保護者を対象に引渡し訓練を実施できた。

・緊急シミュレーションは、年間3回のうち１回、他学部との連携、ま
たは、全学部同時での取り組みを検討する。
・ヒヤリハット研修は、教員の日頃の気づきにつながるような研修と
なるよう、工夫をして実施する。
・保護者引渡し訓練の反省をもとにマニュアルの改善を図った上
で、来年度は保護者引渡し訓練を全学部で実施する。
・緊急引き渡しカードについては、保護者が家庭で保管しやすいも
の、あるいは携帯できるようなものにしていく必要がある。

・各種避難訓練や緊急対応シミュレーション等は、繰り返し取り
組むことでスキルが高まってくると考える。訓練する上では、
様々な状況を想定して取り組んでほしい。
・災害発生時において児童生徒の保護者への引渡しは、十分
に想定される事柄であるため、次年度はぜひ全校での取組を
行ってほしい。

〇全校児童生徒に係る情報共有
の充実を図る。

PLː:生徒指導主任、
教育相談主任
SLː生徒指導副主任、
教育相談副主任
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・児童生徒情報交換会については、コロナウイルス感染症の影響で開催時期
が若干遅くなったが、全教員で支援の難しい児童生徒について情報共有を行う
ことができた。また、学部会で児童生徒の情報共有を行い（小学部２６回、中学
部２５回、高等部３０回）、指導や支援のあり方について共通理解を図ることが
できた。
・月１回以上ケース会議を各学部、学年において実施したり、教育相談委員会
（小1回、高3回）を開催したりしたことで、児童生徒の状況を把握し連携して指
導や支援にあたることができた。

・情報共有の場（情報交換会・ケース会議）を適宜設定し、今後も
児童生徒に対する支援の在り方等について全職員で共通理解し、
役割を分担して支援や指導を行えるようにする。

・児童生徒の情報を共有することは不可欠であると考える。今
後も指導や支援のあり方について共通理解を図って対応して
ほしい。また、チームで相談することで、多数のアイデアが出た
り迅速に解決できたりすると考えるため、ケース会議や教育相
談委員会の取組を続けてほしい。

〇他機関と連携した拡大ケース
会議等の開催をとおして適切な支
援方法を探り、実践するとともに
個別の教育支援計画の充実を図
る。

PLː教育相談主任、
学部主事
SLː教育相談副主任、
学部副主事 4

・各関係機関との情報交換会（年間４回）を実施した。小６名、中7名、高９名の
児童生徒について、利用時の様子や支援方法等について情報を共有し、学校
における指導や支援について検討することができた。
・拡大ケース会議（小７回、中１０回、高９回）行い、家庭の状況の把握や児童
生徒の様子等の情報共有を行うことができた。各関係機関の役割分担を確認
し連携した支援を行うことができている。

・児童生徒本人に対する支援だけでなく、家庭への支援も必要な家
庭もあることから、各関係機関との連携を図れるよう、拡大ケース
会議を必要に応じて開催する。また、各施設からの依頼に応じて支
援会議や情報交換会へ積極的に参加する。
・相談支援ファイルの充実を図り、個別の教育支援計画に反映でき
るようにする。

・児童生徒本人のみならず家庭への支援を必要するケースが
増えてきていることから、福祉や行政との連携は欠かせないと
考える。そのため、課題に対して、どの機関と相談したり連携し
たりすればよいかを整理するとよいと思われる。

〇進路系統図を生かした小・中・
高等部の一貫した進路指導を推
進する。

PLː進路指導主任、
研修主任
SLː進路指導副主任、
研修副主任 3

・学部からの情報を進路指導部として把握することに努め、保護者及び全職員
へ研修や学校ホームページ等をとおして情報提供を１４回行うことができた。
・互見授業において、「評価・改善シート」を使用することで、「進路に係る系統
図」を活用した授業実践を行い、その評価を個別の指導計画に反映させること
ができた。

・来年度、進路指導部として保護者及び教職員の知りたい情報を
提供できるよう、進路についての保護者アンケートや学期末ＰＴＡ
時の聞き取り等を実施する。
・「進路に係る系統図」を活用し、キャリア教育の視点に立った指導
計画を立てるようにする。

・次年度は、今年度卒業生の様子を多く取りあげて保護者に情
報提供してほしい。その際には、仕事の様子のみならず、生活
面で本人及び保護者が心がけていることなども情報提供する
と、生徒本人及び保護者が卒業後の具体的な生活をイメージ
しやすくなるのではないかと考える。

〇高等部３年生の希望する進路
先を達成する。

PLː進路指導主任
SLː高等部３学年主任
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・高等部３年生の現場実習巡回指導をとおして、挨拶・メモをとる等といった生
徒の課題を把握し、学校における学習場面での指導においてより効果的な指
導につなげることができた。結果として、高等部３年生の希望就労１００％を達
成することができた。
・高等部３年生の進路に係る面談を本人、保護者、進路指導主任、担任の四
者で７月下旬から８月上旬に実施した。卒業後の進路先を見据えた事業所で
の実習につなげることができた。
・高等部２年生の後期現場実習（１月実施）が卒業後の進路先を見据えた実習
となるよう、生徒、保護者、担任とで面談を実施したことにより、実習先を決定
することができた。

・保護者が現場実習の打ち合わせや反省会に参加することを原則
とし、保護者が早期から進路に関心が持てるよう、どのような情報
を必要としているかを把握し、提供する必要がある。
・来年度においても、高等部２年時の後期現場実習（１月実施）が
卒業後の進路先を見据えた実習となるよう、生徒、保護者、担任と
で面談を実施する。
・高等部生徒及び保護者による個別での事業所等訪問は、期間を
定めて実施することを検討する。

・面談等を通して生徒及び保護者の思いをしっかり把握した上
で各時期における現場実習先を決めてほしい。また、実習終了
後の反省会に保護者ができるだけ出席するようにし、実習先の
評価を聞くことで、学校生活及び家庭生活において身につけな
ければならない力は何かを把握する必要があると考える。

働き方改革の推進
〇超過勤務時間の毎月の平均
が３０時間以下達成１００%

〇会議に要する時間の削減と個
人執務時間の確保を図る。

PLː学部主事、学年
主任、分掌主任
SLː学部副主事、学年
副主任、分掌副主任
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・運営委員会、職員会議等の会議資料については、前日までに関係者に配付
して事前準備を行った。また、各会議資料等のデータ作成や準備については、
早い段階からメールや職朝などで呼びかけ、見通しをもった準備ができるよう
にした。
・年間２４日(月平均２回)の個人作業日を設定し、会議を行わない日の確保を
行った。また、並行して行うことのできる会議については、同一日に設定を行う
などの工夫を行った。
・９月以降、超過勤務時間の毎月の平均が３０時間を毎月超過したため、１２月
より週１回１８時退庁日を設定した。１２月以降は、平均３０時間以下で推移して
いる。

・各会議の設定については次年度も工夫を行い、教材の準備や個
別の指導計画の評価等、教員の作業時間を確保していく。
・様々な資料作成や評価入力等、早い段階から見通しをもって全
職員にアナウンスを継続して行い、全職員で連携した作業ができる
ようにする。
・超過勤務時間の縮減に向け、定時退庁日の呼びかけを継続す
る。
・来年度も毎週金曜日を１８時退庁日とするとともに、水曜日を隔
週で１８時退庁日とすることも検討する。

・１２月からはじめた週１回１８時退庁日の取組により、超勤時
間が減少してきた。この取組を続けるとともに仕事の平準化を
目指してほしい。

〇運営委員会、職員会議の資料は、前日までに準備するとともに
各自が内容の確認を事前に行う。
〇運営委員会、学部会、分掌部会は、あらかじめ議題の説明を
要する時間を設定した上で会議を開催する。（毎回）
〇会議をしない日を設定する。（月２回）

中期目標

（１）個別の指導計画にもとづいたきめ細かで質の高い教育活動を展開する。
（２）安全、安心な体制及び環境を構築するとともに家庭、地域、医療、福祉等の関係
機関との連携により、安全、安心な学校づくりを推進する。
（３）豊かな人間性や生きる力を培い、社会参加と自立をめざした小・中・高一貫したキャリ
ア教育を推進する。

〇全教員が普通救命講習修了証を取得する。（８月末まで）
〇緊急対応シミュレーションを学部ごとに実施する。（てんかん、
窒息、大けが、アレルギー等を年３回）
〇ヒヤリハット事例の分析、改善に向けた研修を実施する。（年２
回）
〇保護者引き渡し訓練を実施する。（年１回）

〇児童生徒情報交換会を実施する。（年２回以上）
〇支援方法等が難しい児童生徒のケース会議を学部ごとに実施
する。（月１回以上）
〇支援方法が難しい児童生徒の情報共有、支援方法、他機関と
の連携方法等を検討する教育相談委員会を実施する。（学期１回
以上）

〇地域等の関係機関主催の支援会議及び他機関との連携した
拡大ケース会議等を実施し、支援方法等について共通理解を図
り、連携した支援を行う。（年２０回以上）

〇全教員学部縦割りグループを編成し、新学習指導要領にもと
づいた各指導の形態における「指導における基本的な考え方」を
作成する。（案は１２月末まで、完成は１月末まで）
〇完成した「指導における基本的な考え方」をもとに年間指導計
画の内容を見直す。（２月末まで）

〇管理職及び学部主事が個別の指導計画と手だてシートにもと
づいて全児童生徒の授業観察を行い、授業及び個別の指導計画
の改善点を助言する。（月１回）
〇学部主事及び教務主任を核とし、全児童生徒の個別の指導計
画及び具体的な手だてシートが連動するよう確認する。
（年３回）

〇学部ごとに個別の指導計画と手だてシートにもとづいた互見授
業を行い（各学部年３回以上）、事例をまとめるとともに個別の指
導計画の評価の改善に生かす。（２月末まで）
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重点目標 達成(成果)指標

（１）個別の指導計画にもとづいた指導の充実
（２）安全、安心な学校づくりの強化
（３）一人一人のニーズを生かした進路指導の推進
（４）働き方改革の推進

取組指標

重点目標

「自己選択の充実を図る進路指導の徹底」について、進路指導の更なる充実をめざし、豊肥地区以外の就労先の開拓、多様な進路情報の提供と自己選択を生かすデュアルシステム実習の充実、保護者と現場実習等進路指導に係る情報について共有し、協同した生徒支援の推進をそれぞれ行いうことができた。
「個に寄り添う指導の徹底」について、新学習指導要領に応じた小中高等部を見越した系統的な教育課程の編成、個別の指導計画と授業実践を繋ぐ授業の充実、個別の実態に合わせた支援や教材教具の工夫をそれぞれ行うことができた。また、年間指導計画を作成することができた。「個を生かす連携体制の徹
底」について、小中高等部の情報共有の充実、他機関と連携した拡大ケース会議等の充実、教職員及び保護者からの適切な評価による自己肯定感の育成をそれぞれ行うことができた。3つの重点目標を達成するための指標について、いずれも上回ることができた。目標達成の大きな判断材料である保護者アンケー
ト回収率は、前期が８０％だったものの後期は９８％となり、より信憑性を高める結果となった。この結果をPDCAサイクルに則り、把握、分析しながら、次年度に向けて改善し、より良い学校づくりにつなげていきたい。

前年度評価
結果の概要

総合評価
次年度への
展望等

・個別の指導計画にもとづいた指導の充実については、「個別の指導計画」や「手だてシート」・「評価・改善シート」にもとづいた互見授業行うことで、指導内容や指導方法の改善を図るとともに「個別の指導計画」へ反映することができた。次年度は今年度作成した「指導における基本的な考え方」の見直しを行うとともに授業改善をすすめてい
く。
・安全、安心な学校づくりの強化については、各種避難訓練や緊急シミュレーションを実践に即した形で実施し、随時マニュアルの改善も図ることができた。次年度は全学部での緊急引渡し訓練を実施するなどして、発災時の対応力の向上にも努めていく。
・一人一人のニーズを生かした進路指導の推進については、高等部３年生の希望就労１００％を達成するなどの成果をあげることができた。次年度も四者面談等で生徒や保護者のニーズを把握した上で適切な進路情報を提供するなどして、進路希望の達成につなげていきたい。
・働き方改革の推進については、超過勤務時間の月平均３０時間以下を目標に、会議資料の事前配布、月２回の個人作業日の設定、毎週金曜日を１８時退庁日とするなどの取組を進め、一定の成果をあげた。次年度も超過勤務時間のさらなる縮減に向け具体的な取組をすすめていく。

令和２年度学校評価（年間評価）

次年度の改善策 学校関係者評価

安全、安心な学校
づくりの強化

分析・考察

個別の指導計画
にもとづいた指導
の充実

重点的取組
ＰＬ
ＳＬ

自己評価結果

評価

学校教育目標

児童生徒一人一人の尊厳を重んじ、きめ細かな指導をとおして個々の能力や適性を伸
ばし、今を、将来を、主体的に生活し、社会の中で協力して心豊かに生きる児童生徒を
育成する。

一人一人のニーズ
を生かした進路指
導の推進

〇学部ごとに整理した進路情報を保護者及び全教職員へ情報提
供する。（学期２回以上）
〇「進路に係る系統図」を活用した授業実践を行い、評価につい
て個別の指導計画へその都度反映させる。

〇高等部３年生全員の現場実習先巡回指導を進路指導主任及
び就労支援アドバイザーとで実施する。
〇高等部３年生の進路に係る面談を本人、保護者、進路指導主
任、担任の四者で実施する。（生徒一人年間２回以上）
〇高等部２年生の後期現場実習（１月実施）が卒業後の進路先を
見据えた実習となるよう、生徒、保護者、担任とで面談を実施し、
実習先を決定する。（７月から１２月までの間）

〇個別の指導計画と手だてシート
にもとづいた授業実践とその事例
のまとめにより、個別の指導計画
のさらなる充実を図る。

〇具体的な手だてシートを生か
し、個別の指導計画にもとづい
た授業実践により、保護者アン
ケートで４段階評価における平
均で授業満足度３．７以上

〇教員の普通救命講習修了証
取得１００％

〇ケース会議等により所属学部
の児童生徒理解１００％

〇高等部３年生の希望就労
   達成100%


