
（別紙様式３）

学校名

前年度評価結果
の概要

個々の児童生徒の合理的配慮事
項について検討し、個別の指導計
画へ反映させる。

ＰＬ：
ＳＬ：

教務
研修

３

合理的配慮について保護者へ啓発
し、個々の児童生徒の配慮自校に
ついて合意形成を図る。

ＰＬ：
ＳＬ：

教務
学部

３

学校行事、児童生徒会・委員会活
動等をとおして、自己肯定感を育
み、児童生徒同士の関わりを深
め、学校生活に対する意欲を育成
する。

ＰＬ：
ＳＬ：

特別活動
各学部

４

キャリア教育の視点から教育課程
を整備し、意識・意欲・主体性を大
切にした学部ごとの授業研究を行
う。

ＰＬ：
ＳＬ：

研修
教務
進路指導 ３

タブレット等ＩＣＴ機器を活用した教
育実践を行うことで、情報活用に関
する実践力や情報モラルを育成す
る。

ＰＬ：
ＳＬ：

研修
教務
各学部 ４

児童生徒や保護者を対象にした進
路研修会（キャリア教育研修会）を
実施する。

ＰＬ：
ＳＬ：

進路指導
研修

３

ヒヤリハット報告、傷病事故発生時
の対応マニュアル作成と緊急対応
訓練の実施により、安全な学校環
境づくりに努める。

ＰＬ：
ＳＬ：

保健
生徒指導・
各学部 ４

児童生徒の食に関する実態把握と
指導方法の共有により安全な給食
（摂食）を実施する。

ＰＬ：
ＳＬ：

保健
各学部

４

危機管理マニュアルを整理し、各種
訓練を実施することで、児童生徒の
防犯・防災意識を高める。

ＰＬ：
ＳＬ：

生徒指導
保健
各学部

３

総合評価
次年度への展
望等

学校教育目標

人権尊重の精神を基盤とし、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指
導や支援により個々の能力や適性を伸ばすことで、基本的な生活習慣を身につけ
社会参加に向け主体的、意欲的に生活を営むことのできる人間を育成する。

重点目標 重点的取組

平成２９年度学校評価（年間評価）
県立臼杵支援学校

達成（成果）指標 学校関係者評価
ＰＬ
ＳＬ

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。

（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。

（１）児童生徒一人一人の実態やニーズに応じて、専門性の高い教育を推進する。
（２）児童生徒の意欲・主体性を育成する視点から、小中高一貫したキャリア教育を推進する。
（３）保護者・地域・関係機関と連携し、児童生徒一人ひとりの特性や健康状態に応じた、安心・安全な学校づ
くりを推進する。

取組指標
評価 分析・考察

中期目標

（３）保護者・地域・関係
機関と連携し、児童生徒
一人ひとりの特性や健
康状態に応じた、安心・
安全な学校づくりを推進
する。

４
○複数ある危機管理マニュアルを整理・見直し、迅速に初動対応がで
きるよう改善をする。（８月末）
○火災避難訓練、自転車教室（１学期）、避難所生活を想定した避難訓
練（２学期）、不審者対応訓練（３学期）を実施する。

〇県の項目点検表に従って、既存のマニュアル
を整理統合したり、不備のマニュアルを新規作
成したりして『危機管理マニュアル』を整備した。
○１学期に火災避難訓練と自転車教室を実施。
校舎の大規模改修のため２学期は延期した
が、３学期に不審者対策訓練と避難所生活を想
定した防災訓練を行い、改善点を整理できた。

環境整備や、個に応じた
安全指導・保健指導によ
り、学校事故ゼロをめざ
す。

指導目標や合理的配慮に
ついて保護者と合意形成
を図り、個別の教育支援
計画・個別の指導計画に
位置づけ実施した児童生
徒１００％
【対象】全児童生徒
【指導の形態】小中学部：
代表的な一形態、高等
部：作業学習

（１）児童生徒一人一人
の実態やニーズに応じ
た、専門性の高い教育
を推進する。

３

（２）児童生徒の意欲・主
体性を育成する視点か
ら、小中高一貫したキャ
リア教育を推進する。

キャリア教育の「基本的な
考え方」の作成を通して、
教育課程の充実を図り、
キャリア教育の視点を大
切にした授業研究会を各
学部で１回以上行う

〇小中高縦割りグループで日生・生単・作業学習の「基本的な考え」を
見直し修正（１学期末）
〇研究部でキャリア教育「基本的な考え」を全体提案（８月末）
〇各学部で授業研究会を実施（高等部は全員参加）授業改善につなげ
る（２学期末）

○共通理解した合理的配慮の内容に基づき、ＩＣＴ機器を活用した授業
実践を各学部で２例以上行う。（年間）

重点目標

○中学部、高等部保護者参加型の施設説明会を実施し、将来の就労
に対する意識を高める。（１学期）
○児童生徒や保護者を対象に、福祉的・一般就労をした卒業生を招い
て、在学中に取り組むべき課題などについての意見交換会を行う。（２
学期）
○各学部で年２回以上の事故発生時の対応マニュアルを基にした緊急
対応訓練及び反省会を実施する。
○普通救命講習の資格を取得する。（８月末までに教員の９０％以上）
〇医ケア・学習活動・生徒指導・人権・環境の視点に立ったヒヤリハット
事例を100以上示す。（年度末）

○児童生徒の飲食に関する実態や指導の具体的方法をシートにし共
通理解を図る。（１学期）、
○配慮の必要な重複障がい児童生徒９人の対応を、それぞれ学部（高
は学年）２人以上の教員でできるようにする。（２学期）

〇個別の教育支援計画の合理的配慮を指導打
ち合わせ会、校内ケース会議で学部学年ごとに
全員検討し修正を行った（１学期）。２学期以降
の個別の指導計画に盛り込み、各自実践に取
り組んだ。
〇合理的配慮の捉え方や本校の作成の流れに
ついて文書配布し啓発を図った。PTAで確認を
行い、２学期始めのPTAで保護者に写しを渡し
サインをもらった。2学期末PTAで合理的配慮研
修会を実施した。
○毎月全校放送の内容を児童生徒会が考え実
施。歓迎遠足、全校集会で全校レクの企画・進
行。運動会・スマフェスで全校児童生徒が参加
しスローガン旗を完成。新しい児童生徒会旗の
下絵を全校から募集。全校生徒が関わり意欲
を持って活動できた。

〇キャリア教育の視点で日生・生単・作業につ
いて研修し「基本的な考え方」を修正。9月の中
間報告で提案し、再修正して12月に周知した。
○各学部、研究授業を実施。高等部は授業反
省会の協議・助言から、意識・意欲・主体性を大
切にした支援の方法を学んだ。

○夏季休業中にICT研修を実施し情報モラルに
ついて実践的な研修を行った。
〇タブレット等ICT機器を活用した授業実践を小
中学部・高等部各2事例（計6事例）実施した。
〇夏休みに職員・保護者・生徒対象の施設見
学会を実施、２学期ＰＴＡでその施設長を招聘し
た講演を実施。〇地域の企業に就職した卒業
生と企業担当者を招いた座談会を３／９に実施
予定。
○各学部２回、緊急対応訓練・反省会を実施、
改善点や確認事項を職員会議で共通理解し
た。○臼杵市消防本部の普通救命講習により
100％の教員が資格を取得。○ヒヤリ・ハット点
検書提出を毎月実施し3月１5日時点で1４５事
例の提出があった。
○飲食に関する実態表を作成し（作成率
100％）、学部・学年会で共通理解をはかった。
○配慮の必要な児童生徒には、複数教員で対
応し、安全な食事・摂食ができている。

○個別の教育支援計画の合理的配慮を学部・学年で検討・修正をし共
通理解を図る（１学期中）
○２学期以降の個別の指導計画に合理的配慮を取り入れた手立てを
示し実践する。

〇ＰＴＡ・家庭訪問において保護者と合理的配慮について確認し、合意
する。（１学期）
〇ＰＴＡ研修会で合理的配慮についての研修会を実施する。（２学期）

○児童生徒会によるお昼の校内放送の企画運営の指導に取り組む。
（毎月）
○児童生徒会・委員会を中心に全校参加型の活動を行う。（１学期：歓
迎遠足レク・運動会、２学期：スマフェス企画、３学期：生徒会旗作成・
持久走記録会）

〇適切な合理的配慮が設定されているか
検討し、それを取り入れた指導の手立てを
計画し、実践していく。

○合理的配慮の個別の教育支援計画・個別の指導計画への位置づけ、学部指導打合せ会やケース会議での検討と修正、授業実践、保護者との共通理解と、年間をとおして計画的に進めることができた。次年度、指導の手立ての中に適切に合理的配慮が設定さ
れているか検証し実践を行っていきたい。
○３学部をとおしてキャリア教育の視点で「基本的な考え方」を共通理解し、授業研究会や互見授業をとおして検証を行うことができた。次年度は、新学習指導要領の実施を踏まえた教育課程や個別の指導計画の見直しとともに、「主体的・対話的で深い学び」をど
う授業で実現していくかを検討していきたい。
○ヒヤリハット報告の取り組みや危機管理マニュアルの整備、食（摂食）指導等による安全指導・保健指導により、学校事故ゼロを達成することができた。次年度は、この体制を継続しつつ、複雑化した危機管理マニュアルの整理やヒヤリハットによる改善策を講じ
ることで安全・安心な学校を維持していきたい。

〇『危機管理マニュアル』の見直しを行い、
より実践的なマニュアル作りを目指す。
○現実的な避難・防災訓練を毎学期行
い、改善点を『危機マニュアル』に反映して
いく。
〇交通安全領域では、自転車損害賠償保
険加入の呼びかけを行う。（加入率100％
へ）

・卒業後、福祉に繋がらず就労し
た方、市外から帰って来た方につ
いては、相談事業所等と情報共有
して見守りが必要。

・提出されたヒヤリハットを検討し
活用することで安全につなげてほ
しい。

・昨年の別府市の学校での誤嚥死
亡事故を受け、ヒヤリハット分析を
徹底し事故防止につなげてほし
い。

・マニュアルの周知と訓練を重ね
ることで、実際起こったときに対応
できるようにしてほしい。

３

次年度の改善策

自己評価結果

〇各研修会の実施に加えて、進路便りな
どを利用し、全学部の保護者への働きか
けを強める。○追支援を計画的･継続的に
行い、問題化する前に対応できるよう体制
を整える。
○緊急放送ができる電話機にマニュアル
を設置し、学部ごとに確認する。○資格未
取得者には取得を促す。○点検書の全員
提出を促し、提出後は各学部ごとに事例
の分析を行い共通理解をする。

○定期的に飲食に関する実態を観察する
ように学部・学年会で呼びかけをし、内容
を随時更新する。○配慮の必要な児童生
徒の摂食を、学部全員の教員で行えるよう
にする。

〇研修会出席者がPTA会員の３０％で
あったので今後も機会を捉えて文書配布、
担任からの啓発に努めていく。

〇校内放送のリクエスト曲を自分たちで選
び、より主体的に活動できるようにする。委
員会活動の活性化や日常化が生徒達の
中で定着していくよう実践する。

〇修正した「基本的な考え方」を指導計画
作成時に反映させたり、授業研究会で学
んだことを指導に活かしたりすることで、授
業改善につなげていく。

〇ICT機器を活用する教員は増えてきてい
る。一人ひとりがより効果的に活用できる
よう、実践を広めていく。

・これまでに学校が行ってきた障
がいに応じた配慮と合理的配慮と
の違いを知りたい。

・子どもたちの関わりや意欲を高
めるような行事を今後も続けて
いってほしい。

・組織的なＩＴ機器活用の底上げを
期待する。
・生徒、保護者に対する情報セ
キュリティの啓発をしてほしい。


