
１　学校教育目標　

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

４　自己評価 5　学校関係者評価
評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準

達成
度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

学
習
指
導

学年・学部間に
おける教科等の
系統性の確保及
び充実

本校作成の「各教科の目
標及び内容・具体的内容
例」の活用を推進する。
(年間指導計画、個別の
指導計画、個別の教育支
援計画等)

４：内容・具体的内容例を活用した。
３：内容・具体的内容例をそのまま使用し
た。
２：目標及び内容・具体的内容例を参考
にして　　作成した。
１：特に参照せずにこれまでどおり作成し
た。 4

○教員アンケートによる自己評価では、全学部で本校作
成の「各教科の目標及び内容・具体的内容例」を参考、活
用した教員は約９２％であった。個別の指導計画等を作
成する上で、12年間の系統的指導の中、現時点で「指導
すべき内容の確認ができ、授業づくりの参考となり改善し
た」「具体的な目標、手だてが考えやすい、よかった」「指
導していくべき方針がわかりやすく、明確にしやすかった」
等、今後の活用の継続につながる意見が多くあった。一
方で、アンケートによる自己評価が３学期１回のみであり
活用推進、活用度の深化のためにはPDCAが図れるよう
アンケートの方法や活用に関する具体的な方法につい
て、より積極的な説明や提示方法の工夫、段階にそった
指導計画等の作成が今後の課題である。

Ａ

生
徒
指
導

児童生徒会活動
の活性化

児童生徒会活動の幅を
広げ、主体性をより生か
す形に改善する。

4：３つ以上の改善を行った。
3：２つの改善を行った。
2：１つの改善を行った。
1：これまで通りで行った。
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○これまでの取組を生かしながら、児童生徒会役員が主体的
に、学校のチャレンジ目標を作成した。今年度新たに制定した
校訓「共に生きる」の精神のもと、いじめのない学校の雰囲気づ
くりに向けた目標を設定し、全校放送や全校集会などで学校全
体に呼びかけ、「オール宇部総」として目標を達成しようと取り組
んだ。
〇児童生徒会活動の活性化や主権者教育の一環として、児童
生徒会の組織や役割、選挙の仕組みについての学習の機会を
設けた。また 選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことに
伴い、選挙運動期間の充実や実際の選挙で使われる投票箱を
本校の選挙でも利用するなどの改善を行った。
〇年４回の全校集会はもとより、運動会、学習発表会等におい
て、今までより一層主体的に運営できるように、生徒会役員が
事前に十分に練習を行い、当日の進行を務めた。
○今年度、宇部市が参加した「チャレンジデー」の取り組みに、
本校も児童生徒会役員が全校放送などで呼びかけ、参加した。
○今年度も児童生徒会役員が、学校行事の前に学校周辺の
家々を訪問し、案内状を配って回った。今後も本校児童生徒が
積極的に地域へ出ていく機会を設け、地域参加や地域貢献を
拡げるとともに、その在り方を地域と一緒に考えられるようにし
たい。

・選挙の必要性について
理解を得るところから始
めなければならないこと
こそが最も重要で、生徒
指導の大変さを感じる。
・保護者にももう少し内
容がわかる工夫があると
良い。

Ａ

平成 ２７年度　山口県立宇部総合支援学校　学校評価書　　　　　　校長(   田 村 知津子　 ）

■学習指導：卒業後の自立を見据えた「基礎学力・活用力・社会性」を伸ばす教育活動の充実
■生徒指導：「自他の人権を尊重する態度」や「主体的に行動する力」を育む指導の充実と「地域貢献・交流活動」のさらなる推進
■分 掌 等：学校・地域・家庭の協働体制の強化と安全・安心な学習環境の整備
○チャレンジ目標
　「仲間と協力し合い思いやりをもって友達に話しかけよう」

教育目標・・・・・・一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、自己実現できる児童生徒を育成する。
中・長期目標・・・●児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活年齢を意識しながら、発達段階に応じた小･中･高等部の連携によるキャリア教育の充実
　　　　　　　　　　　を図る。
　　　　　　　　　   ●センター的機能を発揮する総合支援学校として、社会の変化や障害の多様化に対応できるよう、絶え間ない教育実践の工夫・改善と支援体
                        制の充実を図る。

■学習指導
○前年度新たに、「基礎学力・活用力・社会性」という三つの学習活動のキーワードをあげ、授業ではそのうちの一つ以上を主眼に展開することを重点目標とし
た。発達段階や生活年齢に応じた、また一人ひとりの実態に即した、「基礎学力・活用力」を育み、コミュニケーション能力をはじめとした「社会性」をのばすことが
本校教育活動に求められている。学校評価アンケートでは教職員の９５%が「基礎学力・活用力・社会性」のいずれかを伸ばす教育活動に力を入れていると答え
ているが、保護者の14%は「あてはまらない」「判断できない」と答えている。授業の主眼や改善のポイントを指し示すことはできているが、つけるべき力の明確化
が課題である。
○小・中・高三学部における「各教科の目標及び内容・具体的内容例」の一覧表を作成し、全教員に提示した。全教職員が共有し、活用することにより、12年間を
見通した「個別の指導計画」、「学習指導案」、授業の充実を図りたい。
〇生徒二人に１台もしくは一人に１台のタブレット型端末を用いた授業が展開され、着実に活用は拡大している。より効果的な授業づくりのためにも、更なる環境
づくりが必要である。
○小学部では、授業改善に熱心に取り組み、ＰＴ相談会、ビデオによる授業研究会、ＩＣＴ活用研修会等有意義な研修会をもつことができたが、改善点を踏まえた
実践はこれからである。
○中学部では、①小学部高学年生が中学部の校内実習、作業学習を見学、②中学部３年生が高等部の校内実習、作業学習、産業現場等における実習報告会
へ参加、③昨年度から本校小学部６年生に中学部での体験入学実施等、キャリア教育の視点をもって、小学部と高等部の「つなぐ」の役割を果たそうと努めてお
り、継続したい。
○高等部では挨拶、返事、報告、発表、討論等を大切にし、コミュニケーション能力の向上に努め、進路先が最も求める「社会性」の伸長に力をいれている。就労
先によってはより柔軟な対人関係力が必要であり、指導内容の改善も求められる。

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

■生徒指導
○昨年度、重点目標に本校教育活動の土台である「人権尊重」を謳ったことに、学校評議員からは高い評価をいただいた。しかし、具体的にどのような取組をし、
評価するのか不十分であった。今年度は保護者も巻き込んだ「オール宇部総」で取り組んでいきたい。
○いじめの防止については、小・中・高すべての児童生徒（保護者）へのいじめアンケートの実施と事後対応の工夫に加えて、生活指導課と教育相談課の連携、
ＳＣによる指導助言、いじめ対策委員会での協議により、早期発見、早期対応ができ、解決につながった。今年度も継続して取り組みたい。
○「主体的に行動する力」を育む活動については、生徒の主体性、自主性をサポートする形で行っている。学習を含む指導支援の場でも、「マイナスワン・プラス
ワン」（必要以上の支援を一つ減らし、できることを一つ増やす。）を合言葉に児童生徒が自ら考え、行動する場面を多くする工夫を継続していきたい。
○「地域貢献・交流活動」の推進については、昨年度から、高等部1年生が地域の店舗や事業所の清掃活動を行う新しい取組を始めた。「地域交流・地域貢献」
を意識した教育活動を継続、発展させ、生徒の自己有用感、達成感を一層高めたい。
■分掌等
○本校の最大の課題である小・中・高三学部の学部を越えた協働体制の強化については、昨年度からの取組が徐々に効果をあらわし学校評価アンケートでも
「小・中・高で一貫した指導がなされている」という項目に肯定的回答が昨年度比、保護者が９％、教職員が１２％増えている。一方依然として、保護者、教職員と
も２割以上が否定的回答をしている。「卒業後を見通した小中高一貫した進路指導」でもほぼ同様であるが、今年度育友会が進路指導課と卒業生の保護者を招
いての進路指導懇談会を開く等、進路だより「マイウェイ」の充実と合わせ、保護者、地域を巻き込んだ「オール宇部総」で取り組むキャリア教育推進への期待は
大きい。一層の連携強化が必要である。
○安全・安心な学習環境の保持については、交通安全や避難訓練を中心に防災、安全教育の充実を図り、安心安全な学校づくりに努めているが、特に避難（今
年度「火災」「地震」「不審者」で実施）の際には、教員がどう動くか、どう指示、指導支援するかが本校では常に最重要課題である。危機管理対応マニュアルの見
直しや教員自身の研修、避難訓練等のより一層の充実が必要である。（消火活動年２回、避難訓練学期に１回）　また、スマートフォン等をはじめとする情報端末
の急激な変化に対応する生徒のＫＹＴ（危険予知学習）も喫緊の課題である。学校評議員からは登校時の交通安全に地域の人材資源の活用を勧められた。
〇健康安全面では、給食への異物混入等健康被害を防ぐことができたが、日々の安全点検のさらなる充実を図る必要がある。また、ＡＥＤ講習会の受講率につ
いて例年高率であると評価されたが、限りなく100%に近づけたい。
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交通安全の推進 交通安全教室の開催や
日常的な登校指導、通学
バスの乗車指導、校外学
習で実地での交通安全
指導を行い、児童生徒の
事故防止に努める。

4：事故発生はなかった。
3：　〃　１～５回以内であった。
2：　〃　６～１０回以内であった。
1：事故が多数起きた。

3

○今年度の事故は１件のみ。前方不注意により高等部生
徒が自転車で止まっている車に接触した。怪我等はな
かった。自転車運転者講習制度の導入に伴い、１学期か
ら自転車運転ルールやマナーについて指導してきた。今
後も引き続き学校での指導を繰り返し行うとともに、家庭
との連携も強める必要がある。
○通学バスの乗車指導については、乗車マナーの向上を
目指すとともに児童生徒の実態を把握することでトラブル
を防止し、早期対応ができるよう、毎学期始めに実施し
た。バス会社や添乗員との連携に努めるとともに、必要に
応じて保護者との情報共有を行い協力も得ながら小さな
トラブルの内に指導・支援し、安全・安心なバス通学に努
めた。
○2学期に県警による交通移動教室を実施した。今年度
も児童生徒の実態に即して2部制で行った。1部では、歩
行者としての基本的な規則やマナーを、2部では、自転車
の正しい乗り方についても指導を受けた。
○年2回の学部ごとの校外学習では、公共交通機関の乗
り降りや横断歩道の渡り方について、実地の安全指導を
クラスごとに一人ひとりの実態に合わせて行った。

・交通事故、いじめ、性犯
罪等々、社会においては
一貫して「自分の身は自
分で守る」に共通する部
分なので自分を大切に
する精神をどのようにし
て育むか、苦労の大きい
ところだと考える。
・自転車マナーの指導を
お願いしたい。

Ｂ

各種いじめ防止策を講じ
る。
・児童生徒会によるチャ
レンジ目標の設定
・児童生徒の学校生活充
実に向けた取組の強化
・いじめ防止啓発講話の
定期的実施
・ケータイ安全教室の開催
・アンケートの毎学期実施

4：いじめの件数は０件であった。
3：いじめの件数は１～２件であった。
2：いじめの件数は３～４件であった。
1：いじめの件数は５件以上であった。
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○児童生徒会により、チャレンジ目標「仲間と協力し合い、思い
やりをもって友達に話しかけよう」を掲げ、各クラスや全校集会
等で呼びかけた。
○児童生徒の達成感や自己有用感を育むことができるよう、部
活動やキラリンピック、宇部駅伝など目標をもって意欲的に取り
組める活動への参加を積極的に呼びかけた。また、各種行事や
授業を通じ、児童生徒一人ひとりに役割を与え、責任をもってを
やり遂げるよう支援した。
○トラブルの原因になることの多い携帯電話等に関わる問題を
未然防止するため、ケータイ安全教室を年度初めに実施した。
○今年度からいじめアンケートを毎学期の年３回実施した。1学
期に生活アンケート、2学期にいじめアンケートを行い、今年度
から実施した３学期は、各学部の指導の流れや実態に応じたい
じめ調査や指導を行った。
○生徒指導課や学年でいじめ防止に関する取り組みを定期的
に実施した。特に人間関係のトラブルが起こりやすい高等部１
年生ではNＨＫのいじめを考えるキャンペーン「１００万人の行動
宣言」に参加して、いじめに対する意識の啓発と、いじめを許さ
ない雰囲気づくりを行った。また、中学部は３学期に「なかよし週
間」を設定し、いじめに対する意識の啓発や指導を重点的に
行った。
○今年度はいじめの未然防止のために、例年にも増して各種防
止策に積極的に取り組んできた。一方で、今年度は全国的な動
きとして、いじめを幅広く捉え、積極的に認知していこうという転
機の年であった。本校でもいじめとして認知するか迷ったケース
もいじめとして対応したため、いじめの認知件数は３件となり、
年度当初に設定した評価基準に照らすと達成度は２となった。
今後は評価基準の設定の仕方を改善する必要がある。

・評価基準の見直しが必
要。
・「100万人の行動計画」
への参加は、評価に出て
こない対策ですばらし
い。
・保護者への周知の工夫
があると良い。

Ｃ

家庭、クラス、学年、教育
相談、生活指導の連携を
深め、密に情報交換を行
い、迅速に対応する。

4：情報交換が十分にできた。
3：情報交換が概ねできた。
2：情報交換があまりできなかった。
1：情報交換がほとんどできなかった。
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○本校教員全員が児童生徒全員の課題を把握し指導に
あたるという方針のもと、毎月、小中高合同の生活指導課
会議を行い、児童生徒の指導に関する情報交換や指導
体制などの検討を重ねた。
○気になる生徒の状況については家庭やクラス、学年教
員を始め生活指導、教育相談、コーディネート課等の分掌
やスクールカウンセラーやＳＳＷ、少年安全サポーター等
の外部の専門家と日常的に連携をとりながら、早期に
ケース会議等を実施し、トラブルが大きくなるのを予防で
きた。

A

緊急時における
処置・対応につ
いての知識や技
術の習得

ＡＥＤ講習会未受講者の
受講率の向上を図る。

4：修了証取得率が９０％以上になった。
3：修了証取得率が８０％以上になった。
2：修了証取得率が７０％以上になった。
1：修了証取得率は６０％以下であった。 3

〇８月に宇部市消防本部の協力で実施。修了取得率が
全体では８３．８％という結果であった。４月に日本赤十字
社による救急蘇生法講習会を実施し、１０月の避難訓練
では負傷者へのＡＥＤを使用した救命救急を行い、より実
践に近い訓練ができた。今後も緊急時への対応ができる
ように継続していきたい。

B

性に関する教育
の充実

継続的、系統的な支援を
行うため、各学部の性教
育担当者で定期的に会
議を設け、情報交換や課
題解決を図る。

4：年間３回（学期１回）実施した。
3：年間2回（前期と後期）実施した。
2：年間1回実施した。
1：実施できなかった。 4

〇７月・１２月・３月に実施。学期に１回、性教育担当者が
集まり、指導内容や指導案の検討、教材の確認、情報交
換などを行った。学部を超えて全教職員が教材や指導案
を共有できるようにデータ化を行ったことで指導の参考に
なった。また、保護者と共に受講した外部講師による性教
育講演会、生徒対象の性犯罪防止教室を実施し、専門家
からの指導を受けることができ、より充実したものとなっ
た。

・個人的にも参加させて
いただき良い研修の場と
なった。

A

施設設備の安全
確保

遊具の点検を定期的に
実施する。未然防止に向
けて補修を行う。

4：10回以上実施した。
3：6回程度実施した。
2：毎学期に実施した。
1：学期ごとの実施ができなかった。 4

〇毎月始めに実施。毎月確実に行うことができ、危険箇
所の早期発見に努めた。運動会や学習発表会前、台風
接近時には事故の未然防止のため、遊具をロープで固定
する措置を行い安全確保に努めた。今後も急を要する事
案に対しては、修繕伺の提出により学校全体で共通理解
し早期の修繕補修を図りたい。

A

校内教育相談体
制の充実

小学部：低・中・高・肢体不
自由グループを中心に、校
内教育相談活動を充実さ
せ、共通理解を図り、児童支
援につなげる。
中学部：学年を中心とした校
内教育相談活動を充実さ
せ、より良い生徒支援につ
なげる。
高等部：必要に応じて生徒
支援相談会を実施し、教育
活動に生かす。

４：相談活動が各学部３０件を超え、フォ
ローアップや継続相談を行ったケースも
あった。
３：相談活動が各学部３０件程度あった。
２：相談活動が各学部２０件程度であっ
た。
１：相談活動が各学部１０件程度であっ
た。

4

○小学部では、学年グループ毎に、年２回全児童につい
て情報交換を行い、必要に応じてケース会議を行った。そ
の結果をグループ連絡会で共有し、小学部全教員による
支援につなげることができた。今後は児童数が多い中、
効果的・効率的な時間配分や会議のあり方を工夫する必
要がある。
○中学部では、学年を中心として教育相談活動を進める
ことで、必要な時に迅速に対応し、共通理解や生徒支援
に効果があがった。また、校外との連携においては、校内
コーディネーターの動きが功を奏し、地域コーディネー
ターや関係機関と、綿密に連携を図ることができた。学年
全体の情報把握は各学年に教育相談課教員を配置し、
毎月の情報交換会で他学年の状況も把握した。今後も継
続していきたい。
○高等部では、困難な事例について卒業後の自立を見
据えて、スクールソーシャルワーカー、児童相談所等の関
係機関と連携してケース会議を継続し、その都度目標を
定めて支援し、状況が好転した事例があった。校内では
生徒の支援に見通しが持てない時に、関係教員とともに
校内コーディネーターにも参加を要請して生徒支援相談
会を実施した。今後も生徒の実態を複数の教員で多面的
に捉えることによって、生徒理解・支援を進めたい。
○学校全体で情報共有を図る必要がある場合は、職員
朝礼を活用することもあった。

A

教
育
相
談

健

康

安

全

いじめの防止

生
徒
指
導

2



校内教育相談研
修会の充実

教職員の教育相談の技
能を高めるための研修会
や発達検査等に関する
実技研修会を実施する。

４：参加者の評価平均が３．５以上であっ
た。
３：参加者の評価平均が２．５以上であっ
た。
２：参加者の評価平均が１．５以上であっ
た。
１：参加者の評価平均が１．５未満であっ
た。

4

夏季休業中に、「ＷＩＳＣ－Ⅲの検査結果を活用した児童・
生徒の理解と支援について」、「子ども理解の視点から
小・中・高における特別支援教育の連携を考える」及び
「児童・生徒の自己理解を深める支援の工夫～障害受容
のつまずきと対応～」の３回の研修会を実施した。校内の
教職員のべ１８０名の参加があり、実施後のアンケートで
は、研修会は「とても役に立った」が８４％、「役に立った」
が１６％で、参加者のニーズに合った研修会を企画運営
できたと考える。来年度も、教職員のニーズや児童生徒
の課題を把握して、研修内容を設定したい。

A

進路情報の収集
と発信

進路だよりや進路指導懇
談会、保護者会等を通し
て、児童生徒一人ひとり
に必要な進路情報の提
供や進路指導に努める。

4：適切な情報提供や進路指導を行うこと
ができた。
3：概ね、適切な情報提供や進路指導を
行うことができた。
2：情報提供や進路指導を行うよう努めた
が、不十分だった。
1：情報提供や進路指導を行うことができ
なかった。

4

○進路指導懇談会では、製造現場での障害者雇用の取
組に係る講演で、参加者の９割弱が参考になったとの評
価だった。進路だより「マイウェイ」も、昨年度卒業生の事
例などを基に、就職や福祉サービス事業所の利用といっ
た卒業後の進路について具体的に説明したこともあり、保
護者・教員ともに「分かりやすかった」「役に立つ」などの
肯定的な評価が多かった。また、今年度もＰＴＡとの共催
で小中進路懇談会を実施した。卒業生の保護者からの貴
重な体験談により、保護者の意識向上につながる研修と
なった。今後とも、多様なニーズに応える情報提供を工夫
したい。
職場開拓については、進路指導課の学年主担当を中心
に精力的に行い、就職支援コーディネーターやハロー
ワークからの情報も活用できた。また、昨年度に引き続い
て企業から学校に直接雇用に関しての相談が数件あっ
た。今後も幅広い職種での職場開拓に努めたい。

・このみ園の園児の進路
支援一つ取っても、とて
も真摯に対応してもらっ
ている。

A

キャリア教育の
推進と充実

山口県教育委員会作成
の｢就労をめざして～一
人ひとりの自立・社会参
加に向けて～」を参考資
料として、キャリア教育の
視点を活かした指導計画
の作成や授業改善に取り
組む。

4：８割以上の教員が、キャリア教育の視
点を活かした指導計画の作成や授業改
善に取り組んだ。
3：ほぼ半数の教員が、キャリア教育の
視点を活かした指導計画の作成や授業
改善に取り組んだ。
2：３割以上の教員が、キャリア教育の視
点を活かした指導計画の作成や授業改
善に取り組んだ。
1：ほぼ全員の教員が、キャリア教育の
視点を活かした指導計画の作成や授業
改善ができなかった。

3

○教員アンケートの結果、県教委作成の冊子を通読した
との回答は、全校平均で８割弱。学部別では、小学部が
ほぼ１０割、中学部・高等部が７割であった。資料を活用
してキャリア教育の推進や改善に取り組んだとの回答
は、全校平均で５割弱。学部別では、小学部が７割、中学
部が５割弱、高等部が４割弱であった。学部が上がるにつ
れて取り組む教員の割合が低下する点は、日々の教育
実践が職業教育そのものであることから、より現場と密着
した授業づくりをしており資料を必要としなかったことが考
えられるが、よりよい授業づくりに向けての活用推進が今
後の課題である。そのために、職員会議・学部会・学年会
等での情報提供や事例紹介、校内研修などの取り組みを
積極的に行っていきたい。また、他学部と連携した授業実
践の希望が多いことが教員アンケート結果から分かった。
今年度高等部が取り組んだカリキュラム充実事業や、長
期研修生の研修の一環として取り組まれた産業科と中学
部が協力した清掃学習の成果などを継続できるよう、他
分掌や学部と協力・連携を図りながら実現を目指したい。

B

学校行事の改善 行事毎に反省・検証を行
い、内容等の検討・改善
を行う。

4：３つ以上の行事について改善を行っ
た。
3：２つの行事について改善を行った。
2：行事の改善は１つに止まった。
1：行事の改善はできなかった。

3

○５０周年記念行事について準備から運営まで担当分掌
を中心に全員で検討を重ねながら取り組んだ。
○卒業式について児童生徒、地域の状況を考慮しながら
出席者や効果的な練習方法について見直し、練習回数を
改善した。

・運動会、学習発表会な
どすばらしい内容だっ
た。 A

育友会活動の改
善

バザー、プール開放等、
育友会行事の円滑な運
営を行う。

4：３つ以上の行事について円滑な運営
を行った。
3：２つの行事について円滑な運営を行っ
た。
2：行事の円滑な運営は１つに止まった。
1：行事の円滑な運営はできなかった

4

○全般的に円滑に運営できたが特に今年度、新たな取組
として育友会主催の「防災研修会」を開催した。学校と保
護者との連携や、保護者の危機意識の自立につながっ
た。非常時の保護者への引渡し等の実践的な訓練へつ
なげたい。また、全体的には保護者同士のつながりをさら
に発展させていく工夫を課題としたい。

A

研究テーマ（「主体
的に活動する力」
を育む指導や支援
のあり方）に基づ
いた研究・研修の
充実

各学部で設定した研究日を
通して、他教職員と意見交
換をしたり、連携を図ったり
しながら研究・研修を進め
る。

4：研究日実施が１０回以上であった。
3：研究日実施が９回以上であった。
2：研究日実施が８回以上であった。
1：研究日実施が７回以下であった。 4

○寄宿舎及び各学部とも、設定された研究日はもとより、
諸会議のない日等を活用し研究や研修を進めてきた。ビ
デオ撮影した授業の様子を全教員で見ながら、ワーク
ショップ形式の研究協議会を行う学部や合理的配慮につ
いての研修を深め、成果を上げた学部もあった。

教職員の専門
性・資質の向上
を目指した研修
機会の設定

教職員の専門性向上に
つながる研修を企画・運
営し、教職員の意欲や充
実度を高める。

4：研修会アンケートの評価で「満足でき
る」「ほぼ満足できる」内容であったの合
計が95%以上であった。
3：研修会アンケートの評価で「満足でき
る」「ほぼ満足できる」内容であったの合
計が85%以上であった。
2：研修会アンケートの評価で「満足でき
る」「ほぼ満足できる」内容であったの合
計が70%以上であった。。
1：研修会アンケートの評価で「満足でき
る」「ほぼ満足できる」内容であったの合
計が69%以下であった。

4

○３回の夏期研修講座及び冬期特別支援教育研修会の
アンケートによる評価で、「満足できる」「ほぼ満足できる」
の合計の平均が96.3%と大変好評であった。来年度も、参
加者のニーズ、時代のニーズに合った教職員の専門性向
上につながる研修を企画、運営し、教職員の意欲や充実
度を高めていきたい。

特
別
活
動

部活動の活性化 高等部生徒の部活動の
参加率を上げる。

4：参加率は増えた。
3：参加率はほぼ昨年と同じだった。
2：参加率は少し減った。
1：参加率は大幅に減った。

2

○近年の部活動参加率の推移は、3年前から53.5％、
56.7％、63.6％となっており、今年度は60.7％と昨年に比
べ約3ポイント減少した。
○学年別の参加率は1年生が53.8％、2年生が59.6％、3
年生が72.2％と学年が上がるごとに向上している。今年
度も生徒たちには充実した学校生活を送り、卒業後の生
涯スポーツにつながるよう積極的に部活度の加入を呼び
かけたが、学校生活への適応に時間がかかる1学年の生
徒数が多い今年度は、参加率が伸びなかったと考えられ
る。
○原則的には、月、木の週2回実施。種目によっては、週
3回や、大会前に限り、毎日、活動をしているところもあっ
た。
○個々の技術の習得や体力の向上はもとより、集団の中
での活動により、規範意識や人間関係づくり、また、達成
感や充実感を味わうことにもつながった。

・評価基準に基づけば、
この評価となるが。

・部活の日数はもう少し
増やしても良い。

C

開か
れた
学校
づくり

地域交流や地域
貢献への意欲的
な取組

地域との交流活動や取
組を増やす。

4：これまでよりも５回以上増えた。
3：これまでよりも３回以上増えた。
2：これまでと同程度実施した。
1：これまでよりも取組が減った。

4

○昨年度から高等部１年生が校内実習の一環として、地
域の店舗や事業所の清掃活動を行うことを始めたが、今
年度は産業科のビルメンテナンス班が地域の企業・施
設・学校等において19回、普通科の環境整備班が２回、
清掃活動を行った。このような活動を展開することで、生
徒の自己肯定感・有用感を高めるとともに「開かれた学校
づくり」をより進めたい。

・寿光苑の活動はすばらし
いと思う。
・市内でボランティア活動す
る団体等との交流や協力を
得ること、また市社会福祉
協議会等へも相談等もする
と良い。
・保護者も見学できると良
い。
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学齢に応じた発
達相談事業の充
実

各学校（幼保含）や市教
委等の関係諸機関と連
携して、早期対応・支援を
図る。
幼児教育相談を開設す
る。

4:年100ケース以上対応した。
3:年70ケース以上対応した。
2:年50ケース以上対応した。
1:年30ケース以上対応した。

4

○今年度開設した幼児教育相談は１２月末現在で延べ１３
ケースになる。そのうち継続相談（２回以上）は２件で
あった。就学にかかわる相談もあり、その後の学校相談
や、就学相談会につながるケースも多かった。また、要請
訪問等から保護者に幼児教育相談につながることもあっ
た。
○夏休みに行ったサマーサポートには、延べ１２組の参加
があった。個別相談が十分に取れなかったため、次年度は
個別相談が設定できるよう、原則２日間の参加にするとと
もに、校内で他の分掌にも応援を要請し、充実した取り組
みになるようにしたい。次年度以降も、幼児教育相談につ
いて各関係機関、幼保等に周知し、早期支援につなげてい
きたい。
○要請訪問が原則２回までとなり、訪問の件数は減少傾向
にはあるが、依然相談の件数は多い。

・宇部市社会福祉協議会
でNPOおひさまっこ子の
活動を聞きすばらしいと
感じた。

A

各校の実効性の
向上

巡回訪問、要請訪問、校
内研修等で「校内コー
ディネーターハンドブック」
「通常の学級における特
別支援教育の充実のた
めに」のテキストを活用し
て、支援の充実を図る。

4:80％の学校で地域コーディネー
ターがテキストを活用し周知徹底を
図った。
3:70％の学校で地域コーディネー
ターがテキストを活用し周知徹底を
図った。
2:60％の学校で地域コーディネー
ターがテキストを活用し周知徹底を
図った。
1:50％の学校で地域コーディネー
ターがテキストを活用し周知徹底を
図った。

4

○巡回訪問や要請訪問での相談の際に、校内コーディ
ネーターガイドブックの活用の仕方や内容について、地域
のすべての校内ＣＯに伝えるようにした。また、通常の学
級の相談については、「通常の学級における特別支援教
育の充実のために」を活用し、具体的な支援方法につい
て助言した。共通の資料を用いることで効果的・効率的に
大切な事項についてことができた。次年度以降も活用し、
各校の実効性の向上につながるように相談支援を実施し
ていきたい。

A

小

学

部

情報交換会を通
した児童理解、
指導支援方法の
検討と授業研究
を通した授業改
善に向けたチー
ム支援体制の確
立

日々の観察や諸検査等
を活用して児童理解を深
め、情報交換会や授業研
究を通して指導支援方法
を検討、共通理解し、
チームによる日々の授業
実践に活かす。

４　全児童、２回以上の情報交換会、４回
以上の授業研究を実施した。チーム内で
児童一人ひとりの指導支援方法を検討、
共通理解し、日々の授業実践に十分活
かすことができた。
３　全児童、２回以上の情報交換会、４回
以上の授業研究を実施した。チーム内で
児童一人ひとりの指導支援方法を検討、
共通理解し、日々の授業実践に活かす
ことができた。
２　全児童、２回以上の情報交換会、４回
以上の授業研究を実施した。チーム内で
児童一人ひとりの指導支援方法を検討、
共通理解したが、日々の授業実践に活
かすには至らなかった。
１　全児童、２回以上の情報交換会、４回
以上の授業研究を実施したが、児童理
解・指導支援方法も深まらず、チームに
よる支援体制も機能しなかった。

4

○児童一人ひとりについて２回以上情報交換会を行い、
チーム内で実態把握、指導・支援の方向性や効果的な方
法を検討、共通理解し、学級やグループでの指導に活か
すことができた。また、必要に応じ教育相談課が中心と
なってケース会議を行い、学部全体での支援体制を整え
たり関係機関と連携して支援を行ったりした。グループ連
絡会の結果を学部全体にフィードバックするシステムの確
立が課題である。
○研修課を中心としたＤＶＤ視聴と研究協議による授業研
究会を４回、初任研、フォローアップ研修、地域Ｃo、校内
Ｃoが連携したＤＶＤ視聴と協議による授業研究会を２回
実施した。児童の実態に相してグループで細やかな指
導・支援方法を検討した授業と協議形態の工夫により、学
部全教員が指導・支援の方法について具体的にイメージ
し、効果や課題を共有することができた。また、自身の授
業を振り返ったり、日々の授業改善への意欲を高めたり
することができた。
○教員一人ひとりの専門性をより高め、効果的な指導・支
援を行うことができるよう情報交換会や研修会のさらなる
工夫が必要である。

A

中

学

部

生徒の実態に即
した指導・支援
の内容や方法の
工夫・改善

定期的な研修を通して
指導内容・支援方法を
検証するとともに、学部
会、学年会で生徒に関
する情報を共有し、
個々の実態に応じた支
援方法を共通理解した
上で日々の授業改善を
進める。

4：生徒に関する情報交換会、授業改善
のための研修会を年間８回以上実施し、
生徒の実態 に即した指導内容や支援方
法の工夫・改善を十分にすることで、そ
の効果が見られた。
3：生徒に関する情報交換会、授業改善
のための研修会を年間８回以上実施し、
生徒の実態 に即した指導内容や支援方
法の工夫・改善をすることができた。
2：生徒に関する情報交換会、授業改善
のための研修会を年間５回以上実施し、
生徒の実態 に即した指導内容や支援方
法の工夫・改善を検討することができ
た。
1：生徒に関する情報交換会、授業改善
のための研修会を十分に行うことができ
ず、指導内容や支援方法の工夫・改善を
十分にすることができなかった。

4

○生徒に関する情報交換会を学部では月に１度、
学年では週に１度程度実施した。情報交換会では
特に、気になる生徒について、現在課題となって
いることを確認し、障害特性を考慮した支援を共
通実践できるようにした。
○日々行っている支援の内容を合理的配慮の視点
で整理し直すために、本校地域Ｃｏを講師とした
合理的配慮についての研修会を２回実施した。こ
れにより教職員の合理的配慮に対する理解が深ま
り、生徒個々の実態に応じた支援をしていく上で
役立つものとなった。
○合理的配慮を意識した支援の実践について、検
討会を各学年で１回、学部全体で１回実施した。
授業における指導・支援の方法について参考とな
るアイディアが数多く発表され、授業改善をさら
に進めることができた。

A

コミュニケーショ
ン能力を高める
ための授業改善
の推進

挨拶、返事、報告、発表、
討論等を大切にし、「聴く
力」や「伝え合う力」を伸
ばすための授業改善をさ
らに進める。

４：授業改善を十分に行うことができた。
３：授業改善を概ね行うことができた。
２：授業改善をほとんどできなかった。
１：授業改善を全くできなかった。

4

○産学公と連携したカリキュラム充実事業を通して、外部
講師による接遇やマナーに関する講話や体験授業を７回
実施した。アンケートでは、８４％の生徒が、挨拶、言葉遣
い、笑顔の力がついたと実感している。学んだ挨拶、言葉
遣い、笑顔を試すため、会議の来校者へコーヒーを提供
する体験を４回実施した。また、地域の施設や学校の清
掃活動を１９回実施したが、生徒は声かけを受け、この地
域で働きたいという思いを強くしていると感じられる。

・市内ファーストフード
店、全店の店長の話を聞
きたいと思った。

A

作業学習・職業
実践の指導内容
の充実

作業学習（普通科）や職
業実践（産業科）の指導
形態や指導内容につい
て、地域との連携を視野
に入れた改善案を作成す
る。

４：十分に検討を行い、改善案を作成で
きた。
３：検討をしたが、改善案は作成できな
かった。
２：検討をしたが、意見の集約程度に終
わった。
１：検討が十分に進まなかった。 4

○普通科の作業学習において、12作業班のうち3作業班
で地域清掃や地域農家と連携した取組を行った。28年度
に向けて、全12作業班で、地域と連携した取組案を作成
することができた。各作業班の取組案が実現できるよう、
コミュニティ・スクール設置に向けた動きと連動して進めて
いきたい。
○産業科の教育課程を検討し、「職業実践」において28年
度から新たなサービス系の作業種目を設け、シラバスを
作成した。学年合同の授業を増やし充実させることによ
り、生徒間の学び合いを図った。今後の産業構造の変化
を意識した、科目や内容を更に検討していきたい。

・コミュニティ・スクールは
地域の期待も大きいので
はなかろうか。

A

特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
｜

高

等

部

4



社会性の育成 ○相手に伝わる挨拶・返
事ができるように場面を
捉えて支援する。
○適切な挨拶・返事の仕
方が身につくように支援
する。

4：評価表の合格者が８割以上であった。
3：評価表の合格者が６割以上であった。
2：評価表の合格者が５割以上であった。
1：評価表の合格者が５割未満であった。 4

個別の指導計画および月別支援計画に基づき、計画的
に取り組んだ。また、毎日の指導員間の情報共有をもと
に、指導場面を捉えて適切な場での指導を行ってきた。そ
の結果、学期毎の指導員による定期評価および舎生本
人による定期自己評価についても、年度当初と比べて合
格者の割合が８割と高くなっている。

保護者との連携 指導員・学級担任間で十
分な共通理解をし、保護
者との情報交換の充実を
図る。

4：情報交換が確実にできた。
3：情報交換がほぼできた。
2：情報交換があまりできなかった。
1：情報交換が全く不十分であった。

4

学級担任と指導員との連絡は、毎日の連絡帳で行った。
年度当初、学級担任と情報交換会をもち、支援内容の共
通理解をした。学期始めや学期中も、必要に応じて直接
連絡を取り合い、スムーズに課題解決を行った。保護者と
は必要に応じて電話連絡を行った。毎月の同伴帰省日に
は直接会い、情報交換を行った。単独帰省者・単独帰舎
生については毎回の単独帰省ノートを十分に活用し、保
護者の理解と協力を得ることができた。
以上のことから、舎生一人ひとりの特性に合わせた支援
が充実してきた。

学校の組織等

学部組織・校務
分掌の効果的な
運営

日常的な業務

改善活動への意
欲の喚起と通常
業務化の推進

勤務状況

教員の時間外業
務の縮減とメンタ
ルヘルスの改善

・児童生徒の教育の
質を高める尽力の結
果としての時間外であ
ると思う。ただ、メンタ
ルヘルスの相談や研
修体制の充実などが
表面に出てくるともっと
良い。

B2

○今年度、４月から１月末までの全教員の時間外業務の
平均時間は、21時間30分である。昨年度の年間平均が
22時間20分であるので、わずかながら昨年よりは縮減さ
れている。毎週水曜日をノー残業デーとしているが、引き
続き啓発に努めメリハリをつけることで業務効率をあげ、
時間外業務の縮減を図りたい。

寄

宿

舎

3

○各学部や分掌における12年間を見据えた教育活動と
共同実践に関する今年度の主な取組としては、①小学部
６年生が体験入学で中学部の作業学習を体験、②中学
部２年生が高等部のビルメンテナンス班と近隣の施設で
作業学習を体験、③中学部３年生が高等部の実習報告
会に参加、④学習指導における12年間の系統性を図るた
めの教務課作成「各教科の目標及び内容・具体的内容
例」の活用、⑤生活指導課と教育相談課の共同によるい
じめ対策委員会の活性化、⑥育友会課と進路指導課の
連携による卒業生の保護者を招いての保護者対象の進
路懇談会の開催、⑦進路指導課主催の全校保護者を対
象とした事業所訪問の実施、⑧児童生徒会による全校で
取り組むチャレンジ目標の設定及び全校集会の実施等が
あげられる。①～③の取組は、児童・生徒の進路先への
移行をスムースに行うために実施した。④については「学
習指導」、⑤、⑧については「生徒指導」の領域で検証し
たとおりである。⑥・⑦については、全保護者を対象とした
が、小・中学部の保護者の参加が少なかった。早い段階
からの進路に関する保護者への意識付けを工夫する必
要がある。次年度も、学部間や分掌間が連携した取組を
積極的に進め、効果的・効率的な運営を図りたい。
　なお、研修成果と情報を全教職員で共有するための「復
伝フォルダ」への記入数は、昨年度よりやや落ちた観が
ある。活用について再確認したい。

校舎改築や改築に伴う移
転等を契機に業務の整
理や見直し・改善を行う。

・12年間を見とおすこと
はとても大切なことだと
思う。根底にあるもの
は、「人権擁護」と「自立
支援」だと思う。

4：業務の４項目以上について整理や見
直しを行った。
3：業務の３項目以上について整理や見
直しを行った。
2：業務の２項目以上について整理や見
直しを行った。
1：業務の整理や見直しは、１項目以下
だった。

・教員からの業務改善の
提案を受けることも一
考。

5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

◎本年度は、「オール宇部総」を合言葉に様々な教育活動を展開してきた。自己評価や保護者アンケート結果、授業評価結果や平素の学校参観等の分析をもと
に、本年度の重点目標にしたがって具体的に総括する。
■学習指導:卒業後の自立を見据えた「基礎学力・活用力・社会性」を伸ばす教育活動の充実。
○昨年度から、「基礎学力・活用力・社会性」という学習活動の三つのキーワードをあげ、授業ではそのうちの一つ以上を主眼に展開することを重点目標としてい
る。ここでいう「基礎学力」とは、多様な障害の実態や特性を有する児童生徒一人ひとりの生活自立、社会自立、職業自立に必要な学力を意味している。発達段
階や生活年齢に応じた、また一人ひとりの実態に即した、「基礎学力・活用力」を育み、コミュニケーション能力をはじめとした「社会性」を伸ばすことを意識して教
育活動に取組んでいる。今年度はその２年目である。学校評価アンケートでは教職員の99%、保護者の87%が「基礎学力・活用力・社会性」のいずれかを伸ばす教
育活動に力を入れていると答えている。今後もつけるべき力をより明確にし、授業を中心として「基礎学力・活用力・社会性」を伸ばす取組を充実させたい。
○小・中・高12年間を見とおした学習活動の系統性を図るため、教務課が「各教科の目標及び内容・具体的内容例」を作成したが、92%の教員が活用した。今後
は、活用に関する具体的方法について積極的に説明し提示方法を工夫すること、段階にそった指導計画の作成が課題である。
〇ＩＣＴ活用協働学習推進委員会を起ち上げ、若手教員を中心にタブレット型端末を活用した授業が展開された。研究授業も行われ着実に活用は日常化してい
る。より効果的な授業づくりのためにも、更なる環境づくりが必要である。
○小学部では、今年度も全児童、２回以上の情報交換会を実施した。チーム内で児童一人ひとりの実態把握、効果的な指導支援方法を検討・共通理解し、日々
の授業実践に生かすことができた。研修課を中心として、DVD視聴や研究協議による授業研究会も６回実施するなど授業改善にも熱心に取り組んだ。情報交換
会や研修会のさらなる工夫が今後の課題である。
○中学部では、①小学部６年生が中学部での体験入学を実施、②中学部３年生が高等部の実習報告会へ参加、③中学部２年生が高等部の生徒と近隣施設の
清掃活動を実施、などキャリア教育の視点をもって、小学部と高等部の「つなぐ」の役割を果たそうと努めており、今後も継続したい。
○高等部では今年度「産学公と連携したカリキュラム充実事業」を活用し、挨拶、返事、報告、発表、討論等を大切にし、「聴く力」や「伝え合う力」など「社会性」を
伸ばす実践的な活動に力を入れた。また、進路決定が求められる学部として職業教育の充実に向け、作業学習や職業実践の指導形態や指導内容の見直しを
行った。今後は、産業構造の変化を意識した科目や内容の検討が課題である。

■生徒指導：「自他の人権を尊重する態度」や「主体的に行動する力」を育む生徒指導の充実と「地域貢献・交流活動」のさらなる推進
○本年度も重点目標に本校教育活動の土台である「人権尊重」を掲げた。「自他の人権を尊重する態度」や「主体的に行動する力」を育む生徒指導に関しては、学校評価アン
ケートでは教職員の98%、保護者の87%が肯定的な評価をしている。「地域貢献・交流活動」への取組については、教職員の95%、保護者の87%が肯定的な評価であった。保護
者と教員の評価にやや乖離がみられるが、学校における取組を学校だよりやホームページ等でさらに積極的に発信し、学校の教育活動をもっと「見える化」していく必要があ
る。
○昨年度に引き続き,問題行動等は「人権尊重」を第一に、対応、解決を図った。特にいじめの防止については、小・中・高すべての児童生徒（保護者）へのいじめアンケートの
実施と事後対応の工夫に加えて、生活指導課と教育相談課の連携、ＳＣによる指導助言、いじめ対策委員会での協議により、早期発見、早期対応ができ、解決につながった。
また、高等部１年生によるNHKのいじめを考えるキャンペーン「100万人の行動計画」への参加、中学部の３学期の「なかよし週間」の設置など、いじめに対する意識啓発や雰
囲気づくりを行った。次年度は小学部においても取組を企画し、いじめの撲滅に取り組みたい。
○「主体的に行動する力」を育む活動については、生徒の主体性、自主性をサポートする形で行っている。今年度もチャレンジ目標を児童生徒会が自ら考え、提言、実践を図っ
た。自主的活動である部活動の加入率は60.7%であり、特に高等部３年生は72％と高い参加率である。また、学習を含む指導支援の場でも、本年度も「マイナスワン・プラスワ
ン」（必要以上の支援を一つ減らし、できることを一つ増やす。）を合言葉に児童生徒が自ら考え、行動する場面を多くする工夫をしている。
○「地域貢献・交流活動」の推進については、今年度、高等部普通科の作業学習において、12作業班のうち３班が地域清掃や農家と連携した取組を行った。また産業科の職
業実践では、地域の施設や学校において19回の清掃活動を実施したが、生徒は評価の声かけを受け、この地域で働きたいという思いを強くしているように感じられる。次年度
も「地域貢献」を意識した教育活動を継続、発展させ、生徒の自己有用感、達成感を一層高めたい。

業
務
改
善

学年間、学部間、校務分
掌間の連携強化を図り、
全校的に12年間を見据え
た情報の共有や共同実
践を推進する。

4：必要な情報の共有や共同実践のため
の検討がなされ、12年間を見据えた学部
間等の共同につながった。
3：必要な情報の共有や共同実践に向け
た協議ができた。
2：必要な情報の共有や共同実践の検討
がされていないことが随所に見られた。
1：必要な情報の共有や共同実践のため
の協議ができなかった。

週一回、ノー残業デーを
設ける。

4:ほとんどすべての週で、ノー残業デー
が実施できた。
3：年間の３分の２以上の週で、実施でき
た。
2：年間の半分程度の週が実施できた。
1：年間の週の半分も実施できなかった。

3

○３学期に入り、具体的に校舎改築のスケジュールが示
された。今後、移転作業の説明会を実施し意識を高め、
春季休業を利用し移転の準備を行う。また、学校行事に
関しては、特に運動会の実施について検討を進めていた
が、例年どおり開催する方向で調整中である。
　このたびの校舎改築に係る移転作業を契機として、業
務改善全般への意識を高めたい。

B

B

・落ち着いている。

A

5



【校務運営】
　次年度、育友会役員がほぼ全員入れ替わることを機に、校舎改築に係る影響も視野に各種行事の見直しを行う。また、今年初めて実施した育友会主催の防災研修会
については、そのもち方を生活指導課と連携しさらに発展させる方向で検討し、実施する。
【研修】
　今年度は、新たな研究テーマ「主体的に活動する力を育む指導や支援のあり方」への取り組み１年目であったが、各学部、寄宿舎とも効果的に研修を進めることができ
た。次年度は、今年の成果と課題を踏まえ、より実践的、具体的、効果的な研究に取り組む。
【開かれた学校づくり・特別支援教育センター】
　①昨年度の高等部１年生に続き、今年度からは高等部産業科のビルメンテナンス班、普通科の環境整備班が地域の店舗、事業所、高等学校等において清掃活動を行
い高い評価を得た。次年度も地域貢献に係る取組により、生徒の自己有用感、肯定感を高めるとともに、開かれた学校づくりを一層進める。②インクルーシブな地域づくり
に向けて、次年度も交流及び共同学習に積極的に取り組むとともに、内容について工夫、改善を図る。③次年度も引き続き各市教委・サブセンター・関係機関との連携を
継続し、地域の学校の特別支援教育の実効性が高まるように相談支援を充実させる。④今年度起ち上げた発達相談事業「うべそうキッズスクエア」をさらに地域の園や保
護者に周知し、活動を充実させる。
【学部運営】
　次年度も、引き続き本校の最大の課題である小・中・高の学部を越えた協働体制の強化を進める。
【寄宿舎】
　次年度も、引き続き学校・家庭との連携を維持・継続し、学校での「学び」の土台となる基本的生活習慣の定着を図るとともに、学力の一つである「社会性」の育成に努め
る。
【業務改善】
　児童生徒とのふれあいの時間の捻出にむけ、日常の業務、分掌、各種委員会等の組織の見なおし、協働を進め業務の効率化を図る。また、週に一回の「ノー残業
デー」は次年度も継続する。

6　次年度への提言

　今年度本校は創立50周年を迎え、新校訓「共に生きる」のもと、新たな歴史に向かっての第一歩を踏み出したところである。次年度は「オール宇部総」、「主体的に活動する力
の育成」、「地域や保護者と共に育つ学校」の意識をさらに向上させ、引き続き「人権尊重」を根底にした教育活動を展開し安心安全な学校づくりを目指す。
【学習指導】
①本年度は、12年間の系統性を図るため教務課が作成した「各教科の目標及び内容・具体的内容例」活用の１年目であったが、92%の教員が活用した。次年度も、一層の活
用推進と活用度の深化を図る。②次年度は、「授業第一:主体的に活動する力の育成 パートⅡ」として、個別学習と集団学習双方の充実を目指し、指導・支援の改善や継続に
つながる学習評価の改善を図る。③12年間の一貫性、発展性のある教育課程・指導内容について共通理解と具体的な実践を行う。
【生徒指導・特別活動】
　次年度も、あらゆる教育活動の根本基準を「人権尊重」におき、教職員自ら研修、振り返りに努め児童生徒の人権意識の向上と定着を図る。いじめや問題行動に対しても人
権尊重の姿勢を忘れず対応し、解決を図る。また、引き続き防災、安全教育の充実を図り、保護者や地域と連携した取組を実施する。
　「マイナス１プラス１」運動を継続するとともに、児童生徒会活動、部活動、各種検定資格試験などの児童生徒の主体的な活動を積極的に支援する。また、校舎改築に係る工
事等に伴い、児童生徒の安全確保に努める。
【健康安全】
　毎日の健康観察、施設設備の定期的な点検、緊急時における知識や技術の習得により児童生徒の健康安全に努める。また、性に関し各学部の実情や課題を共有し継続
的、系統的な支援により性教育の一層の充実を図る。
【教育相談】
　心理、発達検査等に係る教職員の相談技能を向上させ、児童生徒の的確な実態把握に努めるとともに、関係機関とより連携を強め教育相談の実効性を高める。
【進路指導】
　卒業後の生活を踏まえ、12年間を見とおしたキャリア教育推進の視点から、全教職員であらゆる教育活動において、見直し・改善に向けた検討を続ける。特に、学部間、分
掌間の協力・連携による取組をより進める。

■分 掌 等：学校・地域・家庭の協働体制の強化と安全・安心な学習環境の整備
○本校の最大の課題である小・中・高三学部の学部を越えた協働体制の強化については、近年の取組が徐々に効果をあらわし学校評価アンケートでも「小・中・
高で系統的な指導がなされている」という項目に肯定的回答が昨年度比、保護者が１ポイント、教職員では28ポイント増えている。「卒業後を見通した小中高継続
した進路指導」でも肯定的評価はほぼ同様である。育友会と進路指導課との共催である卒業生の保護者を招いての進路指導懇談会、進路だより「マイウェイ」の
充実等、保護者、地域を巻き込んだ「オール宇部総」でさらにキャリア教育を推進したい。
○安全・安心な学習環境の保持については、交通安全や避難訓練を中心に防災、安全教育の充実を図り、安心安全な学校づくりに努めているが、特に避難（今
年度「火災」「不審者」「地震・津波」で実施）の際には、教員がどう動き、どう指示し、指導支援するかが本校では常に最重要課題である。給食への異物混入、食
物アレルギー対策等も含め危機管理対応マニュアルの見直しや教員自身の研修、児童生徒の引き渡し等も含めた避難訓練等のより一層の充実が必要である。
また、スマートフォン等をはじめとする情報端末の急激な変化に対応する生徒のＫＹＴ（危険予知学習）も引き続き課題である。
○健康安全面では、給食への異物混入等の健康被害はなかったが、日々の安全点検のさらなる充実を図る必要がある。また、ＡＥＤ講習会の修了証受講率は
84%であったが次年度は90%以上にしたい。
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