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ＰＬ：プロジェクトリーダー、ＳＬ：サブリーダー
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達成(成果)指標

PL:進路指導主
任
SL:各学部主事

職場施設見学会、就業・生活支援センター長の講
演会を開催した。中高等部で親子参加型の進路学
習、小中学部保護者にはキャリア教育講演会、高
等部で障害者基礎年金に関する学習会を実施。

（１）生きる力を育むため、一人一人の発達段階や障がいの特性に即した個別の指導計画に基づ
いた授業実践に取り組む。
（２）個別の教育支援計画を活用し、関係機関との連携を図り、本人・保護者のニーズに応えるこ
とができるよう努める。
（３）安全・安心で過ごしやすい教育環境の整備・改善に努める。

重点的取組

(1)「自立活動」の基本的考え方と特
性別指導内容の作成・個別の指導
計画作成の手順について理解を深
め授業実践につなげる。

学校名　　　　　　　　　　大分県立臼杵支援学校

安定して取り組めているので、次年度も
希望者に対して継続して実施していく。

（３）保護者や地
域と協力し、緊急
時に対応できる
安心・安全の体
制を確立する。

○4月末PTA総会後か
ら、フッ化物洗口を本格
実施し、定着を図る。
○様々な場合を想定し
た対応研修の実施し、
マニュアルを作成・検証
する。

(1)保護者や教職員に対して、学校歯科医による説明会や研修会を実施することにより理
解を深めながら、１学期から希望者に対して、フッ化物洗口を実施する。

(1)不審者侵入時の連絡体制の確認・児童生徒の安全確保や不審者への対応の仕方等を
実践するなどして、不審者対応研修の充実を図る。【１学期中】
(2)児童生徒が行方不明になった場合を想定した探索研修を実施する。【年間2回】
(3)土砂災害の避難マニュアルを策定すると共に、土砂災害を想定した避難訓練を実施す
る。【３学期末までに実施】
(4)スクールバス下校時の緊急対応についての検討をする。
・スムーズに避難するための、避難場所の情報収集【1学期中】 地震・津波を想定したス
クールバス下校時の対応マニュアル（避難場所マップ、避難手順）【夏休み】

(1)フッ化物洗口や歯磨き指導など、
口腔ケアに取り組み、児童生徒の健
康の維持・増進を図る。

(1)不審者対応、捜索、土砂災害時
の避難等、想定別研修・訓練を実施
することで、安全な学校生活を構築
する。

PL:保健主任
SL:生徒指導主
任、養護教諭

PL:生徒指導主
任
SL:教務主任、
保健主任
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(1)各々の合理的配慮事項について校内
で共通理解し、保護者と確認する。
(２)　新システムでの学部学年、個別年
間指導計画の実施とシステム評価

（１）知的に障がいのある児童生徒のために専門的な教育を実践するとともに、適切な支援を行う。
（２）キャリア教育の推進を図り、卒業後の職業自立や社会自立を達成する。
（３）保護者や地域と協力し、緊急時に対応できる安心・安全の体制を確立する。

分析・考察
取組指標 ＰＬ
ＳＬ

(1)授業見学月間（1学期、2学期）を設け、各自1回以上、他学部の授業を見学し、授業改
善に繋がる意見メモを授業者に渡す。
参観の視点：小・中・高の一貫性・系統性、キャリア教育、障がいの特性
(2)授業改善を行い、改善結果を基に、教育課程・基本的考え方を改善する。【３学期】

実施時期　　平成２９年３月

学校関係者評価

・アビリンピックにつながるメ
ンテナンス検定、オフィス検
定への取組を進めてほしい。

・知的障がいの児童生徒のための専門性の向上にむけた重点的取組は、個別の支援会議の活用や互見授業などの取組をふまえて次年度も縦と横（学部間および学部内）の連携を継続して行いながら進めていきたい。
・キャリア教育の推進には、臼杵市津久見市での「地域」の産業や児童生徒が生活拠点で生きていく力をふまえて、日々の授業の中で児童生徒の内面に目をむけた授業ができるように、意識・意欲・主体性がもてる場面を設定し、進路指導においても可能な限り一般就労をめざすように努力していきたい。
・作成した防災マニュアル等の有効性を、避難訓練（スクールバス登下校時の対応を含む）の中で検証しつつ、継続して安心・安全な学校をめざす。

(1)基礎的汎用的能力、意識・意欲・
主体性の育成等、キャリア教育の視
点から授業改善を図る

PL:研修主任
SL:進路指導主
任

(1)各学部学年及びグループでキャリア教育の視点から授業を組み立て、学校全体で十分
に審議する。【2学期前半まで】
(2)研究授業を通して、キャリア教育の充実に繋がる授業となっているかの検証を行う。【2
学期後半】
(3)授業展開を考える際の視点、留意点を整理する。【3学期】

(1)教育相談部より個別の教育支援計画の記載に
ついて提案、保護者にコピーを渡し支援ファイルに
保管できるようにした。
(２)合理的配慮の項目を作成し自立活動の指導内
容や個別の指導計画との連動システムを作成。
(3)教育課程、年間指導計画作成システムの整備
を行った。

３１名の教員の互見授業を実施し、見学者から意
見メモを集約するなどして、授業改善を行うことが
できた

「キャリア教育から見た授業改善の視点（案）」に対
しての意見を集約し各学部ごとに修正を行うことが
できた。授業構想や指導案審議の際にそれを活用
しながら授業改善を図ることができた。中学部では
１１月９日に他校の先生も参加し研究授業を実施
し、様々な意見を頂くことができた。

（２）キャリア教育
の推進を図り、卒
業後の職業自立
や社会自立を達
成する。

○基礎的汎用的能力、
意識・意欲・主体性を育
成する視点から、授業
改善や保護者対象の進
路指導研修等を実施
し、本人・保護者希望の
進路１００％、進路アン
ケート本人保護者満足
度１００％を達成する。

（１）知的に障が
いのある児童生
徒のために専門
的な教育を実践
するとともに、適
切な支援を行う。

人間尊重の精神を基調とし、一人一人の教育的ニーズ
に応じた教育を行い、障がいによる学習上及び生活上
の困難を主体的に改善・克服するとともに、保有する能
力を最大限伸ばし、生きる力をはぐくみ、自立を図るた
めに必要な知識、技能、態度及び習慣を養う。

平成２８年度     学校評価　　　（　年間評価　）

自立活動の全体研修会を夏季休業中に実施。他
校や他県の取り組みを参考に特性別指導内容例
表を作成し、全体提案を行った。個別の指導計画
の作成手順について、教務、教育相談と連携し、
合理的配慮シートと関連させた上で、書式の見直
しを行った。

作成した「特性別指導内容例」「個別の
指導計画作成手順」をきちんと活用でき
るように、教務と連携し自立活動の基本
的な考えの中に織り込むようにする

○個別の指導計画等の
質の向上をはかるた
め、年度末までに、「評
価・改善」「合理的配慮」
の視点から作成・活用
システムを見直す。
○夏季休業中、小学部
から高等部までの自立
活動の基本的な考え方
の作成等、教育課程を
見直し、個別の指導計
画作成に活用する。
○実践的指導力の向上
を図り、小・中・高の系
統的な指導を進めるた
め、対象児童生徒を定
めた研究授業の実施や
互見授業を定期的に実
施する。

（１）学校長との年3回の目標管理面談の際に、個別の指導計画の内容における手立てや
評価について指導助言を行う。【一人年1回、全員】
（２）各学部学年主任と教科等担当者が連携して、単元、題材スタート時に「指導打ち合わ
せ会」を設定し、個々の児童生徒の個別の指導計画の指導内容、手だてについて共通理
解、修正を図り、授業実践に生かす。

(1)校内における合理的配慮の共通
理解や活用方法の理解を図り、個
別の指導計画等の作成システムを
改善する。

(1)目標管理シートを元にした面談で
個別の指導計画に関する指導助言
をもとに改善をする。
(2)学年や学習グループごとに授業
内容や手立てを共通理解し授業実
践につなげる。

(2)お互いの授業を見学しあい、様々
な視点から教員一人ひとりの授業改
善を行うことで、専門性の向上を図
る。

PL:研修主任
SL:教務主任

PL:教頭、教務
主任
SL:学部主事、
学年主任

・個別の教育支援計画、個別
の指導計画の保護者との共
有方法について工夫や改善
を図ってほしい。
・支援ファイル（うすきっこファ
イルなど）の活用に協力して
ほしい。

(1)６月・９月に全員の面談実施。個別の目標や指
導内容、手立て等について助言を行った。
(2)年間を通し各学部で「指導打ち合わせ会」を実
施。日々の授業の流れや生徒への手立ての共通
理解の場となっている。（年間１５回）

(2)指導打ち合わせ会を継続して設定
し、指導のPDCAサイクルの共通理解を
図る。（月２回）

(1)自立活動の障がい別指導内容の整理【８月下旬まで】
(2)自立活動とその作成について研修を実施。【夏期休業中】
(3)教員は担当の児童生徒の指導内容の設定手順等のシートを作成し、個別の指導計画
に反映させる。【年度末まで】

PL:教務主任
SL:研修主任・
学部主事

(1)各学部において進路指導に関す
る保護者研修会を実施し、希望する
進路実現のための意識の醸成を図
る。

前年度評
価結果の

概要

(1)各学部で進路指導に関する研修会を３学期までに実施する。
・高等部：卒業後の進路に関する研修
・中学部・小学部：将来の夢をもとに、自分たちの取り組みを振り返る研修会

学校教育目標 中期目標 重点目標

次年度の改善策
評価

自己評価結果

3

4

高３生徒希望進路達成１００％。アンケート結果を
分析し、必要な情報を進路便りで配布。学部全体
で各生徒の課題や特性、実習経歴を一覧にして共
有しより適切な進路先を選択できるようにした。

(1)保護者や本人のニーズをとらえ
た進路指導を実施する。

(１)高等部の「産業現場等における実習」後に保護者にアンケートを取り（年計５回）、次の
「産業現場等における実習」に生かしながら進路を決定する。

PL:進路指導主
任
SL:庶務主任
各学部主事

総合評価
次年度への展望等

〇合理的配慮の個別の指導計画への位置づけ、自立活動の指導内容や個別の指導計画との連動、教育課程、年間指導計画作成システムの整備など、年間を通して計画通り進めることができた。次年度、各教員が活用・検証を図りながら専門性に
基づく適切な支援につなげていきたい。
〇キャリア教育に関する研修を深め授業改善につなげることができた。次年度、キャリア教育の視点を教育課程上で整備し実践に活用したい。
〇フッ化物洗口や各種訓練の実施、マニュアルの整備等により、学校の安心・安全性を高めることができた。次年度、複数あるマニュアルの整理・統一化等により各教員が確実に対応できるスキルを身につけるようにしたい。

・小学生からの口腔ケアが大
事なので継続してほしい。

PL:教務主任
SL:学部主事、
学年主任、人
権教育主任、
教育相談主任

重点目標

(1)個別の指導計画・個別の教育支援計画との関連を考え、項目を整理し、新たに合理的
配慮の項目を作成する。【夏季休業中】
(2)職員向けの人権教育研修会（２回実施）の内、1回は、基礎的環境整備、合理的配慮に
関する研修会を実施する。【夏季休業まで】
(3)個別の指導計画の記述内容を精選し、年間作成システムを改善する。【年度末まで】
・活用場面（授業の教師間の共通理解、保護者への説明等）からの内容の精選
・教育課程との関連、合理的配慮からの作成システム（手順）の改善

見学者が少ないケースなどがあったの
で、より多くの人が見学できるように学
部の中で調整をする必要がある

生徒・保護者が納得のいく進路決定が
できるように情報提供の充実に努める。
各生徒の進路決定に関する課題や成果
を高等部全体で情報共有できる体制を
整える。

作成した「キャリア教育からみた授業改
善の視点」を教育課程にきちんと掲載
し、今後も活用できるようにする

・防犯、防災対策をしっかり立
て、訓練をしてほしい。
・各マニュアル、フローチャー
トを熟知して、想定外にも対
応できるようにしてほしい。
・JR通学生徒の避難につい
て検討する必要がある。

マニュアルの見直しを行い、必要があれ
ば随時変更する。１学期に火災を想定し
た避難訓練、自転車教室、２学期に避
難所生活のシミュレーション、３学期に
不審者対応訓練（児童生徒のいる時間
帯）を行う

教職員、保護者に対して学校医によるフッ化物洗
口研修会、説明後６／２９より毎週水曜日に実施し
ている。

(1)警察と連携して不審者対応研修を５月に行い、
新しくフローチャートを作成した。(2)４月に１回目の
研修を行い、事後アンケートをもとに捜索人数等を
変更した。2回目の研修を夏休みに行い、フロー
チャートの見直しをした。(3)土砂災害を想定した避
難訓練を実施し、新たに保護者への受け渡し場面
のシミュレーションを行った。(4)バスの運転手・添
乗員、生徒指導部の教員で津波の避難経路を調
査し、マップを作成した。

引き続き、保護者の参加率を高めるた
めの働きかけをする必要がある。進路
決定に必要な情報を環境や状況の変化
に応じてその都度提供していく。

・日々、状況が変わる子ども
だからこそ、その時の状況に
応じた情報提供をしてほし
い。

・生徒の居住地に合わせた
新たな事業所の開拓に感謝
しています。


