
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

本校作成の「各教科の目
標及び内容・具体的内容
例」を全教員に配付し、更
なる活用を推進する。
(年間指導計画、個別の
指導計画、個別の教育支
援計画等)

４：目標及び内容・具体的内容例をどち
らとも活用し、児童生徒の実態に合わせ
て作成した。
３：目標及び内容・具体的内容例のどち
らかを活用し、児童生徒の実態に合わ
せて作成した。
２：目標及び内容・具体的内容例のどち
らかをそのまま活用した。
１：全く活用しなかった。

4

○本校作成の「各教科の目標及び内容・具体的内容例」
の冊子を全教員に1冊ずつ配付したところ、それを活用し
た教員が増えた。（H28　81%　→　H29 　89%）
○冊子で各学部間の内容を確認することができるため、
将来の見通しを立てながら、個別の能力に応じた目標・
内容の検討や設定をすることができた。一方、児童生徒
の実態によっては、そのまま活用することが難しい場合、
この資料に基づき、個別の実態に合わせた目標・内容が
設定された。
○学習指導要領の改訂に伴い、本校作成のこの資料も
改善が求められる。より活用しやすいものにするために、
各教科担当で時間をかけて見直していく必要がある。

A

新学習指導要領につい
て、新しい観点を踏まえ
た指導・支援についての
情報を提供し、教員の理
解を進める。

４：情報提供を3回以上行った。
３：情報提供を2回行った。
２：情報提供を1回行った。
１：情報提供を行わなかった。

3

○各学部会において、2回（7月、12月）の情報提供を
行った。7月は「道徳教育の充実」、12月は「育成すべき3
つの柱」等ポイントを絞って説明をした。
○学部会において来年度以降の審議をする際、新学習
指導要領を考慮しなければならない場面に直面した。7
月、12月以外の学部会でも必然的に新学習指導要領の
話題に触れることになり、それを考える機会があった。
○情報を得る機会を重ねたり、それについて考えたりし
たことで全教員の理解が少しずつ進んでいると思われ
る。

B

平成 ２９年度　山口県立宇部総合支援学校　学校評価書　　　　　　校長(   石　本　正　之　 ）

■学習指導：卒業後の自立を実現する「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：コミュニティ・スクールを核としたオール宇部総体制の再構築と安全・安心な学習環境づくり
○チャレンジ目標　「友達の気持ちになって喜びを共に分かちあえるステキな学校にしよう」

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、生活年齢と卒業後の生活を踏まえながら、発達段階に応じた小･中･高等部の連携による
　　　　　　　　　　　　キャリア教育を推進する。
　　　　　　　　　   ●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・改善と連携
　　　　　　　　　　　　体制の構築を図る。

■学習指導
○２６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４年目である。学校評価アンケートでは教職員の96.2%、保護者の90.0%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。今後も引き続き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、２６年度末に教務課が「各教科の目標及び内容・具体的内容例」を作成したが、81%の教員が活
用した。今後は、活用例の整理と活用を進める取組が課題である。
〇ＩＣＴ活用協働学習推進委員会２年目の昨年は、若手教員を中心にタブレット型端末を活用した授業が一昨年以上に展開された。研究授業も毎学期行われ着
実に活用は日常化している。実践事例の全国レペルでの入賞者も現れており、学部・学校等、より全体的な底上げを図りたい。
○小学部では、昨年度も全児童、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。全教員が１回以上の研究授業を実施するとともに、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２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年生が進級を控えた３学期に、中学部の授業に参加②中学部３年生が高等部の現場実習報告会へ参加、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、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、職業実践に「サービス総合」という新しい内容を設定しマナーや接遇など実践的な取
組を進めた。今後も引き続き産業構造の変化を意識した科目や内容の検討を続ける必要がある。

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95.6%、保護者の90.5%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92.3%、保護者の86.4%が肯定的な評価であった。
また、教職員は子どもたちの人権を尊重する姿勢で教育に当たっている、という項目に関しては教職員の95.5%、保護者の94.7%が肯定的な評価であった。今年度も「人権尊重」
をすべての土台として様々な教育活動に取組みたい。
○問題行動等には「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、昨年度も高
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。今年度は小学部においても取組を企画し、いじめの撲滅に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。昨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参加率は56.5%であった。また、学習を含む指導支援の場でも、今年度も「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、昨年度も、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、地域の事業所、施設や学校において昨年度を上回る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。今年度もCSを活用した「地域貢献」活動を継続、発展させ、生徒の自己有用感、達成感をより高めたい。

■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、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講習会の受講率は76%であったが今年度
は80%以上にしたい。

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

1



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。

4

○今年度のチャレンジ目標は、児童生徒会から全校児
童生徒に目標の募集を行い、学校からいじめをなくそうと
いう視点で話し合い決定した。
○児童生徒会役員選挙では、主権者教育として、選挙に
ついての説明や投票の仕方などをパワーポイントや動画
を使って視覚支援しながら詳しく行った。
○いじめをなくそう実行委員会を作り、月1回全校一斉放
送を行い、各クラスでいじめについて考える機会を設け
た。
○宇部市のチャレンジデー2017への参加の為、校内放
送やポスター掲示、登校時の呼びかけ等を積極的に行
い、地域事業に参加した。

A

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：交通安全指導を年間７回以上行っ
た。
3：交通安全指導が年間4～6回であっ
た。
2：交通安全指導が年間1～3回であっ
た。
1：交通安全指導が年間0回だった。 4

○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指導を受けた。
○これまではバスの乗車状況を把握するために下校時
のみ乗車指導を行っていたが、本年度は朝の乗車指導
を行い、乗車マナーの向上に努めた。
○各学部集会等で交通安全についての指導を行った。
高等部では、ＫＹＴ資料を使って自転車の乗り方や交通
ルールについて指導した。
○今年度の交通事故報告は1件もなかった。

A

各種いじめ防止策を講じ
る。
・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
・部活動の実施

4：いじめの件数は０件であった。
3：日常的衝突としてのいじめがあった。
2：日常的な衝突を超えた段階のいじめ
があった。
1：重大事態及び重大事態につながりか
ねないいじめがあった。

3

○いじめの未然防止で児童生徒会から“いじめのない学
校にしよう実行委員会”を立ち上げた。毎月、目標やクラ
スで考えてもらいたいことを全校一斉放送し、児童生徒
がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論し、
いじめに正面から向き合うことができるような取り組みを
行った。
○ネット上のいじめの防止として、「ケータイ安全教室」を
これまでは生徒のみに行ってきたが、保護者向けの教室
も行った。
○部活動への出席率が高く、目標をもって取り組んでい
るため、いじめの防止につながっている。

以上のような、いじめの未然防止を積極的に行っている
が、からかい等の言葉による軽微ないじめは続いてい
る。今後も粘り強い指導が必要であると考える。

・どこまでがいじめな
のかの認識が難しいと
思うが、先生方も言葉
遣いを気を付けていた
だき、優しく思いやりの
ある学校の雰囲気を
作ってもらいたい。

・「いじめ等」が存在す
るのであれば、早期に
防止する為の具体的
方略は必要であると思
う。

B

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。

4

校内の情報交換では、気になる生徒について学年会、学
部会で密に情報交換を行い、連携して児童生徒への相
談・指導にあたった。また、家庭とは、連絡帳でのやり取
りや家庭訪問等を積極的に行い、密に情報交換した。ま
た、ＳＣ，ＳＳＷ、少年安全サポーター等の外部機関とも
連携をとり助言していただき、対応等を教職員で共有し、
迅速に対応した。

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

緊急時における処置・対
応（救急蘇生法、医療的
ケア等）についての講習
会の受講率の向上を図
る。

4：受講率が９０％以上になった。
3：受講率が８０％以上になった。
2：受講率が７０％以上になった。
1：受講率が６０％以下であった。

1

○講習の受講率は６９％であった。受講率の低さは、講
習の少なさや時期・時間帯が要因の一つとなっている。
来年度は児童生徒の状態を踏まえたより役立つ講習を
企画したり、事前に講習内容を周知したりするなどの改
善を図り、教職員の緊急時における処置・対応について
の知識や技術の向上を目指したい。
○今年度の講習受講率は低い結果となったが、普通救
命講習会を８月に実施したことにより、本校における修了
証を取得している教職員は１４０名を超え、修了証の取
得率は７１％となった。来年度は、より取得率が上がるよ
うに未取得者に早い時期から講習日時を知らせ、取得率
のさらなる向上を図りたい。

・支援学校の児童生
徒にとって、緊急時の
対応は重要だと思う。
時間的に大変だとは
思うが、先生方の意識
を高めていただきた
い。 C

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
育担当者で指導案等参
考資料の収集、教材の整
理をする。

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

○担当者会議を学期に１回（７月・１１月・２月）実施した。
性教育担当者が集まり、指導内容や指導案の検討、情
報交換などを行った。夏季休業中には性教育図書資料
一覧表を作成し、資料を確認し整理した。また、教材リス
トと保管場所を確認し整理した。学部を超えて全教員が
教材や指導案を共有できるようにデーター化を行ったこ
とで、指導の参考になった。
○今後も、参観日に性教育の授業公開をしたり、保健師
に依頼し授業を行ったりして、性に関する教育を充実さ
せていきたい。

A

施設設備の安全
確保

環境衛生自主点検を定
期的に実施する。事故等
の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

○毎月１５日に各施設、設備の安全点検を定期的に実
施した。そこで挙げられた修繕箇所等を児童生徒の安全
を考慮し、事務職員に連絡・依頼し修理・修繕をしても
らった。
○校舎の老朽化や仮設校舎の使い勝手で多数挙げら
れ、完全に修理・修繕が行えたわけではないが、今年度
は児童・生徒に大きな怪我はなく、安全に施設設備を使
用することができた。
○来年度は、新しい校舎を利用することで施設設備の安
全点検個所が増えることが予想されるため、事前に危険
個所や点検する場所を精査し、より安全に過ごせるよう
な配慮をしていきたい。

・校舎の階段、床が冬
場寒い時に結露して、
ぬれているのが気に
なる。滑って転倒しな
いようにしてもらいた
い。
・教室移転で、小学部
児童の心理的不安、
落ち着きがなくなるな
どで、事故が起きない
か心配である。緊急時
の避難経路見直しな
ど含めて、学校全体で
気をつけていただきた
い。

B

健

康

安

全

いじめの防止

生
徒
指
導

2



校内教育相談体
制の確立

小学部：学年を中心に、
定期的に校内教育相談
活動を行い、共通理解を
図り、児童の指導・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、学部内で情報共
有をはかり、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：ケース会議が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：ケース会議が３０件程度あった。
２：ケース会議が２０件度であった。
１：ケース会議が１０件程度であっ
た。

4

〇小学部では、児童全員について年２回、学年毎に情報
交換を行うとともに、適宜ケース会議を開いて共通理解
を図った。児童数増加に伴い、学年を中心とした情報交
換会を行ったことで、児童の実態把握、・支援方法の検
討をよりきめ細やかに行うことができた。前期の情報交
換においては、教育支援計画の目標と手立ての内容に
ついて共有する時間としているため、教員間のスムーズ
な連携のために今後も年度の早い段階から開始し、計
画的に進めていくよう努めたい。
〇中学部では、本年度も引き続き学年を中心とした教育
相談活動を進めた。学部会では継続相談ケースの報告
を行い、学部内での共通理解を図っている。校内コー
ディネーターを通じて外部機関とつながり、継続相談をつ
づけているケースもある。コーディネート課と連携しなが
ら、よりよい支援体制を作っていくようにしたい。
〇高等部では、定期教育相談アンケートで、生徒の学校
生活上の課題を知り、支援している。今年度は進路に関
する悩みが一番多く、校内の各課と情報を交換し、必要
に応じて、スクールカウンセラー、福祉、医療、相談支援
センター等の関係機関と連携して、個々のケースについ
て、生徒支援相談会（ケース会議）を開いて対応した。今
後も生徒の課題に応じてケース会議を開き、支援の方法
を考えていきたい。

A

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、「美祢分教室の教育活動と教育相談
体制について」、「自閉症児―気軽な子育ての裏ワザ～
余暇のすすめ」及び「LD・ADHDの心理的疑似体験プロ
グラム」の３回の研修会を実施した。校内の教職員のべ
１８７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８２％、「役にたった」が１３％で
あった。
○今年度は、会場を美祢分教室とした研修もあったが、
環境を含めて分教室の状況を知る良い機会となった。来
年度は、多くの教員からニーズのある知能検査について
の研修会を実施したいと考えている。

A

進路情報の収集
と発信

求人情報や就職支援コー
ディネーターからの情報
等をもとに職場開拓を行
うとともに、進路だよりや
地域の施設情報の配布、
進路指導懇談会の開催
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

○学校評価では、「進路相談に丁寧に応じている」は保
護者９１％（３％増）・教員９５％（３％減）、「進路情報の
提供に努めている」は保護者９５％（２％減）・教員９８％
（１％減）と、昨年度同様９０％以上の評価であった。
○職場開拓は、昨年度に引き続き県や職安主催の会議
での企業担当者との情報交換、職安からの求人情報等
をもとに、進路指導課の学年主担当を中心に行った。そ
の結果、今年度は現場実習の受入れ企業は４６社、その
うち新規開拓は１２社であった。また、福祉施設の実習で
は、受入れ施設は５６施設、そのうち新規開拓は１２施設
であった。今後も地元企業や施設との情報交換を密にし
て、幅広い職種での進路先開拓に努めたい。
○情報提供の柱の進路だより「マイウェイ」は、学部間の
授業交流を中心に、学校が力を入れて取組んでいること
や進路情報を保護者に分かりやすく伝えることに努め、
保護者だけでなく教員からも好評であった。
○保護者への情報提供や研修の機会として開催した進
路指導懇談会は、昨年度に引き続き参加者が３００名を
超える盛況な会となった。福祉施設の総合施設長の講
演は、「これまでの会の中で、一番心に響く内容だった」
など、内容に満足するアンケート回答が多かった。また、
今年度も育友会と共催で小中進路研修会を開催できた。
○今年度は教員向けに研修会を２回（８月と１月）実施
し、進路やキャリア教育に関する各学部での取組みや、
卒業後の就労・生活等についての理解が深まった。来年
度は３回程度の研修会が開催できるよう努力したい。

・就労や障害福祉サー
ビスの利用開始に伴う
関係機関へのアプ
ローチなどの、いわゆ
る移行の際の手順な
どを十分に理解されて
いない保護者もおられ
る。基本的なしくみの
部分をわかりやすく情
報提供する必要があ
る。

A

３学部が連携し
たキャリア教育
の推進

小・中・高１２年間を見据
え、キャリア教育の視点
を活かした学部間の授業
交流の充実・発展に努め
る。

4：学部間での授業交流を１０回以上行う
ことができた。
3：学部間での授業交流を５～９回行うこ
とができた。
2：学部間での授業交流を１～４回行うこ
とができた。
1：学部間の授業交流を行うことができな
かった。

4

○学部間の授業交流を昨年度を超える１０回以上実施
することができた。
○学校評価では、「体験的なキャリア教育を行っている」
は保護者９１％（１％減）・教員９６％（９％増）、「学部を通
した継続的な進路指導に努めている」は保護者８９％
（３％増）・教員９０％（３％増）と、９０％前後の評価を得
た。
○教員アンケートでは、「学部間の授業交流」を知ってい
たのは、全校平均で７３％（１６％増）。学部別では、小学
部が６２％（５％増）、中学部が９６％（１６％増）、高等部
が６２％（２３％増）と、各学部とも増加した。
○新たな授業交流として、「中学部進学のイメージを膨ら
ませる」ことをねらいとした小学部６年生と中学部生徒と
の交流授業や、「先輩の経験からの学び」をねらいとした
中学部生徒と高等部産業科１年生との交流授業（ようこ
そ先輩）、「校外（実社会）で働く上での心構えを学ぶ」こ
とをねらいとした中学部生徒と高等部作業班との交流授
業（地域清掃）を実施した。
○取組み２年目で保護者や教員間の認知度もある程度
高まり、授業交流での「子供同士の学び合い・教え合い」
といった教育的効果や、中学部でのビルメンテナンス作
業の実施、中高が連携した校外での作業学習といった
「授業改善」等が少しずつ実感できるようになってきた。
引き続き、無理がない形で授業交流の深化・拡充を図る
とともに、ＨＰを活用するなどして校外に向けても情報発
信を行っていきたい。

A
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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

○　「入学式」では、児童生徒席に学部別の表示を設置
し、出席保護者に座席がわかりやすいように工夫した。
○「開校記念祭」では、鑑賞と併せて、児童生徒のより体
験的な活動を盛り込んだ内容にした。
○今後も儀式的行事等の円滑な運営に向けて、工夫・改
善に努めていきたい。

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

○育友会執行部、役員と連携して全ての行事について
円滑な運営ができた。

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。

A

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90%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85%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84%以下であった。

4

○４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97.8%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。また、学習指導要領改訂に
向けた研修も進めていきたい。 A

特
別
活
動

部活動の活性化 生徒の自主性、協調性、
責任感を育成し、より充
実した学校生活を送るこ
とができるようにするため
に、部活動に参加する生
徒を増やす。

4：参加率が70％以上であった。
3：参加率は50～69％であった。
2：参加率は30～49％であった。
1：参加率は29％以下であった。

3

○今年度の参加率は、５５．４％であった。
○各運動部活動では、約2回の対外試合に出場し、全国
大会出場等の成績を残すことができた。
○個々の技術の習得や体力の向上、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。
○目的意識をもって、参加することで個々の目標を持つ
ことができ、いじめ等の問題行動の未然防止にもなった。

B

開か
れた
学校
づくり

地域交流や地域
貢献への積極的
な取組

地域との交流活動や地域
貢献への取組を増やす。

4：前年度よりも交流や取組の機会が増
えた。
3：前年度と同程度実施できた。
2：前年度よりも機会が減少した。
1：前年度よりも大幅に機会が減少した。

4

○地域の公民館、公会堂、高齢者施設、事業所、用水
路、神社等における清掃活動、地域のごみの分別作業
等、積極的に地域貢献活動に取り組んだ。
○「さをり織り」教室、「輪飾りづくり」、厚南平野について
の歴史講座等、地域の方々に学校に来てもらう取組も企
画した。
○生徒・教員が地域の方々と直接交流する機会が増え、
相互の理解も進んだ。

・一人では上手に大人
と関われない生徒も、
友達と一緒なら学校で
学んだ事を生かす事
が出来るとても良い機
会だと思う。
・各学部の先生同士と
情報を共有して、無理
なく地域の中で、子供
たちが成長できるよう
活動していただきた
い。
・カーブミラーの清掃
などを考えてはどう
か。

A

学齢に応じた発
達相談事業の充
実

巡回訪問や要請訪問の
内容を工夫し、特別支援
学級の授業づくりや支援
等の相談も積極的に行
い、各校の特別支援教育
の充実を目指す。
本校以外の場での就学
相談会に出向いたり、要
請訪問のＰＲを行ったりす
るなどして、未就学児の
相談に対応できるように
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

○巡回訪問、要請訪問、電話相談、来校相談等100
ケース以上の相談に対応することができた。特別支
援学級の授業参観等による特別支援学級での支援に
関する内容もあったが、通常の学級に在籍する児童
生徒の相談がほとんどを占める。
○就学相談については、本センター以外の場所で行
われる相談会に相談員として加わることにより、多
くの相談に対応できた。就学相談の件数が増加して
おり、今後も各市教育委員会とも連携して取り組む
ことが必要である。幼児教育相談（キッズスクエ
ア）の件数は減少した。これは各市での相談支援が
充実してきているためだと考えられる。

A

「個別の教育支
援計画作成ガイ
ド」を活用した
「個別の教育支
援計画」の作成
支援

「個別の教育支援計画作
成ガイド」の内容を改訂し
たうえで活用し、作成支
援や活用の仕方について
研修を行ったり、チェック
を行ったりする。

４：担当するすべての学校で「個別の教
育支援計画作成ガイド」を活用し、内容
の確認を行った。
３：８０％の学校で「個別の教育支援計
画作成ガイド」を活用し、内容の確認を
行った。
２：７０％の学校で「個別の教育支援計
画作成ガイド」を活用し、内容の確認を
行った。
１：巡回訪問で「個別の教育支援計画作
成ガイド」を紹介した。

4

○「個別の教育支援計画作成ガイドブック」を活用した作
成支援をすべての学校で行うことができた。また、本校の
おいても、各学部での研修、コーディネート課による
チェックを行うなどして「個別の教育支援計画」の作成支
援を行うことができた。
○「個別の教育支援計画作成ガイドブック」を活用するこ
とにより、各学校から内容が理解できたという感想もいた
だいており、今後は作成支援に加え、保護者、関係機関
との連携や引継ぎ等「個別の教育支援計画」の活用のた
めの支援を行っていく必要がある。

A
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一人ひとりの実
態に即した指導・
支援のさらなる
充実に向けた学
年チーム体制の
確立

①　諸課題に対応した定
期的な学年会
②　検査結果、個別の支
援計画、個別の指導計画
を活用した情報交換会
③　指導案検討会、授業
検討会

  学年主任、教育相談
課、研修課を中心として
①～③の協議を充実さ
せ、一人ひとりに即して指
導内容、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。

４：①～③が充実し、一人ひとりに即した
指導内容、指導・支援方法の検討、共通
理解が、授業実践に十分活かされ、
チーム体制確立につながった。

３：①～③が充実し、一人ひとりに即した
指導内容、指導・支援方法の検討、共通
理解が、授業実践に活かされた。

２：①～③を行い一人ひとりに即した指
導内容、指導・支援方法の検討、共通理
解を行ったが、意見の集約に終わり、
日々の授業実践に活かすまでには至ら
なかった。
 
１：①～③で一人ひとりに即して指導内
容、指導・支援方法を検討したが、深ま
らず、共通理解もできなかった。

3

○学年主任がリーダーシップを発揮し、児童の生徒指導
上や学習指導上の課題について学年会で早期に共通理
解を図ることで、協力して指導・支援を行うことができた。
○授業研究においては、学年で、児童の実態、指導内
容、課題設定、活動内容、教材教具、発問・指示等、きめ
細かに授業構想について検討する中で、教員自身が学
びの実感を得ることができ、教員の授業改善意識の向
上、効果的なＴＴ指導に繋がった。
○個別の学習時間のより一層の充実や個への指導・支
援においても、チームで検討していくことが必要である。 B

キャリア教育の視
点を取り入れた地
域交流・学部間交
流の充実

①教育相談課を中心とした
保育園・療育機関との情報
交換会や授業参観
②学校間交流や居住地校
交流
③地域資源を生かす校外学
習
④地域人材の授業への参
加
⑤中学部・高等部生徒との
授業交流
キャリア教育の視点を取り
入れて、①～⑤の取組を検
討、改善する。

４：具体的方策①から⑤のうち、４つ以
上の検討・改善を行った。

３：具体的方策①から⑤のうち、３つ以
上の検討・改善を行った。

２：具体的方策①から⑤のうち、検討・改
善は2つに止まった。

１：検討・改善が進まなかった。

3

○小学部全教員で行う研修の一環として、進路指導担当
教諭が中心となり、本校キャリア教育の全体像、小学部
で育成すべき力の再確認を行ったことで、交流で培う力
や意義を意識して取組を工夫することができた。
○本年度の主な成果として、入学児童の学校生活への
スムーズな適応、校外学習における実の場での技能の
発揮と自信の獲得、地域での関係づくり、学部間の授業
交流を通して先輩から課題に対する真摯な姿勢を学ん
だこと等があげられる。
○今後は、授業を通して地域の方と交流する機会をさら
に増やしたい。また、キャリア教育の視点から地域交流
や学部間交流について保護者に知らせていきたい。

B

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

学部の研究テーマを意
識した研究授業と事例
研究を通して指導内
容・支援方法を検証す
る。また、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を10回以
上、授業改善のための研究授業または
事例発表を９割以上の教員が実施し、
生徒の実態 に即した指導内容や支援
方法の工夫・改善を十分に行うことで、
その効果が見られた。
３：生徒に関する情報交換会を８回以
上、授業改善のための研究授業または
事例発表を５割以上の教員が実施し、
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を５回以
上、授業改善のための研究授業または
事例発表を５割以上の教員が実施した
が、生徒の実態 に即した指導内容や支
援方法の工夫・改善に十分つなげること
ができなかった。
１：生徒に関する情報交換会、授業改善
のための研究授業または事例発表を十
分に行うことができず、指導内容や支援
方法の工夫・改善を進めることができな
かった。

4

○生徒に関する情報交換会を学部全体では月に１度
の学部会の中で、また、学年では週に１度の学年会
の中で実施した。情報交換会では特に気になる生徒
について、現在の状況や課題となっていることを確
認し、配慮事項や支援体制について共通理解した上
で支援にあたることができた。
○中学部の研究テーマを「主体的に活動する力を育
む指導や支援のあり方の工夫～合理的配慮の視点を
ふまえて～」とし、中学部教員全員で研究テーマを
意識した授業実践に取り組んだ。４つのグループに
分かれ、それぞれのグループで全教員が事例発表及
び授業検討を実施した。授業における指導・支援の
方法について参考となる実践が数多く発表され、授
業改善をさらに進めることができた。
○これらの取組により、中学部保護者による授業評
価アンケートでは、すべての項目で肯定的な回答が
95％以上という結果となった。

A

実践的職業教育
の取組とさらなる
充実に向けた検
討

サービスに関する学習の
試行的な取組を通して、
生徒の実態に応じたコ
ミュニケーション能力の育
成を図るとともに、さらな
る作業学習・職業実践の
充実や改善を進める。

４：新たな作業種の提案や創設につ
ながった。
３：作業学習・職業実践の内容の充
実や改善につながった。
２：検討を行ったが、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。

3

○普通科「地域清掃」班を本年度より立ち上げ、校外の
施設におけるトイレ清掃を通して、店員や来客に対応す
るコミュニケーション力を育むことにつながった。
○産業科職業実践「サービス総合」では、施設における
介護レクの実施や公共機関等での実習をとおして、コミュ
ニケーション力の育成につながった。
○来年度へ向けて、さらなる内容の充実や他の班におけ
る改善を検討している。

A

地域交流・地域
貢献の推進

事業所や学校等との連携
を通して地域に貢献し、
生徒も地域と共に学ぶ作
業学習・職業実践や交流
活動を推進する。

４：十分に検討を行い、前年度より地
域参加の機会が増えた。
３：検討をしたが、地域参加の機会
は昨年並みであった。
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

○産業科「ビルメンテナンス」班による近隣店舗及び公共
施設の窓拭きを実施した。普通科作業学習「地域清掃」
班を新設し、定期的に地域店舗のトイレ清掃などを実施
した。
○地域との連携を活かした取組として、自治会の燃えな
いゴミ分別作業では普通科作業学習班で実施し、公会堂
等の清掃には普通科作業学習班や産業科職業実践で
の取組を行った。
○産業科においては、地域の方を講師として招き、体験
学習や郷土学習を実施した。
○各担当者が積極的に取り組み、事業所との連携や地
域との交流を図ることで、昨年度以上の取組を推進する
ことができた。
○高校生交流会（６月）では、８校約４０名の地域の高校
生と本校生徒が交流できた。

A

社会性の育成
（コミュニケーショ
ン力の育成）

○相手に伝わる挨拶・報
告ができるように場面を
捉えて支援する。
○適切な挨拶・報告の仕
方について定期的に評価
と支援を繰り返す。

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。

3

○挨拶・報告を必要とする場面はもちろんのこと、全体会
や食事の前など機会を捉えて練習及び注意喚起を行っ
た。
○報告については事前に要点を確認することで必要な
内容をもれなく報告することができた。
○入室の挨拶についてはまだ課題が残る部分がある
が、概ね達成されたと考える。

B

基本的生活習慣
の確立

○整理整頓ができるよう
に個に応じた支援方法を
充実する。
○定期的に評価・支援を
繰り返して定着を図る。

4：支援方法が十分充実し、整理整頓が
定着した。
3：支援方法が充実し、ほぼ定着した。
2：支援方法が充実したが、定着してい
ない。
1：支援方法が充実せず、定着していな
い。 3

○特に新入舎生の場合は整理整頓の仕方から個に応じ
た支援を行った。年に３度の定期的な評価を行い、整理
整頓の意識が少しずつ高まってきたが、在舎生を含め
て、常に整理整頓が行われているわけではないと感じら
れるので、今後はその定着に重点を移しながら支援を継
続して行いたい。

B

小

学

部

寄

宿

舎

高

等

部
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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

6　次年度への提言

【学習指導】
①教務課作成の「各教科の目標及び内容・具体的内容例」の整理と活用を推進し、小・中・高１２年間の学習活動の系統性を図る。
②学習指導要領の改訂に伴い、新しい観点を踏まえて、指導・支援を見直していく必要がある。
③ＩＣＴの授業への活用を一層推進する。
④キャリア教育における小・中・高の授業交流を一層拡大する。

【生徒指導・特別活動】
①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。
②いじめや問題行動の未然防止に努める。事案に対しても人権尊重の姿勢を忘れず対応し、解決を図る。
③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。
④「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。
⑤校舎改築に係る工事等に伴い、児童生徒の安全確保、心理的安定に努める。

【健康安全】
①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。
　 そのために、教職員の講習会（救急蘇生法、医療的ケア等）受講率の向上を図る。
②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】
①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。
②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】
①卒業後の生活を踏まえ、小・中・高１２年間を見通したキャリア教育推進の視点から、学部間の授業交流の充実・発展に努める。
②児童生徒、保護者、教職員が必要とする進路情報のわかりやすい提供に努める。

5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

■学習指導：卒業後の自立を実現する「基礎学力・活用力・社会性」を伸ばす教育活動の充実
○学校評価アンケートでは、保護者の９３％、教職員の９１％が、「授業では、『基礎学力・活用力・社会性』を伸ばす教育活動に力を入れている。」と答えている。
引き続き、身につけるべき力を明確にし、取組を充実させたい。
○教務課作成の「各教科の目標及び内容・具体的内容例」の冊子を８９％の教員が活用し、１２年間の学習活動の系統性が図られている。
今後は、学習指導要領の改訂に伴い、各教科担当で見直していく必要がある。
○ＩＣＴの授業への活用は、着実に日常化している。昨年に続きＩＣＴ実践事例で全国レベルでの入賞者も出ている。
○進路指導部の主導により、キャリア教育における小・中・高の授業交流が実施された。
双方にメリットがあると好評であり、今後一層の拡大が期待される。

■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」を育む指導の充実と「地域貢献・交流活動」のさらなる推進
○“いじめのない学校にしよう実行委員会”を立ち上げ、毎月１回「いじめのない学校にしよう」全校一斉放送を行い、各クラスでいじめについて考える機会を設け
るという新たな取組を実施し、定着しつつある。
○今年度のチャレンジ目標は、児童生徒会から全校児童生徒に募集を行い、学校からいじめをなくそうという視点から話し合いにより決定した。
いじめの未然防止を積極的に行っているが、からかい等の言葉による軽微ないじめは続いている。
今後も児童生徒の主体的な取組と粘り強い指導が必要である。

■分 掌 等：コミュニティ・スクールを核としたオール宇部総体制の再構築と安全・安心な学習環境づくり
○高等部普通科作業学習「地域清掃」班、「環境整備」班、産業科による地域の公民館、公会堂、高齢者施設、事業所、用水路、神社等における清掃活動、地域
のごみの分別作業等、昨年度以上の地域貢献活動を推進することができた。
生徒・教員が地域の方々と直接交流する機会が増え、相互の理解も進んだ。
生徒の活動内容に対する地域の方々の評価は高く、感謝されることで生徒の自己有用感、将来に向けての勤労意欲も高まっている。
今後は、教養講座、文化講座、スポーツ交流等、地域の方々に学校に来てもらう取組も企画していく必要がある。
○避難訓練（１学期「火災」、２学期「地震・津波」（児童生徒の引き渡し訓練を含む）、３学期「不審者」）、交通安全教室（２学期）を計画通りに実施することができ
た。
来年度は、管理棟、特別教室棟への移転、二期工事の開始に伴い、避難経路等を早急に見直す必要がある。

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
た情報の共有や協働実
践を推進する。

4：必要な情報の共有や協働実践のため
の検討がなされ、12年間を見据えた学
部間等の協働につながった。
3：必要な情報の共有や協働実践に向け
た協議ができた。
2：必要な情報の共有や協働実践の検
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協働実践のため
の協議ができなかった。

毎週、水曜日をノー残業
デーとする。

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。

B

○アンケート「小・中・高で系統的な指導がなされている」
における肯定率は、保護者88%、教職員87%であった。
○12年間を見据えた教育活動と協働実践にとして、以下
のことに取り組んだ。
①小学部６年生と中学部生徒との交流授業
②中学部生徒と高等部産業科１年生との交流授業
③中学部生徒と高等部作業班との交流授業（地域清掃）
④教務課作成の「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保護者対象の研
修会の開催
⑦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
来年度も、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。
　

4：大幅な業務の整理や見直しを行っ
た。
3：業務の整理や見直しを行った。
2：業務の整理や見直しは、あまりできな
かった。
1：業務の整理や見直しは、まったくでき
なかった。

4

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。

2

○アンケート「行事の時期・内容は適切である」における
肯定率は、保護者９４％、教職員８９％であった。
○管理棟、特別教室棟は３月末完成、５月に仮設校舎か
ら移転。引き続き二期工事が開始され、小学部の仮設校
舎への移転、小学部の解体、小学部棟・中学部棟が建
設される。
○運動会はH30年度も仮設グラウンドで実施。H31年度
からは春開催に変更する。関連して、他の学校行事につ
いても見直しを進めていきたい。

A

・充分な議論を進めな
がら改善を進めていた
だきたい。
・難しい問題とは思う
が、業務改善を通し
て、残業についても格
差を最小限にとどめる
工夫を検討していただ
きたい。

C1

○今年度、４月～１２月の全教職員の時間外業務時間
は、月平均２２時間であり、昨年度の同時期と比べ４0分
の増加となった。
○毎週水曜日をノー残業デーとする呼びかけが十分で
はなかった。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。
○時間外業務時間が、４０時間を超えた教員は１５名、一
方で５時間未満の教員も１５名であった。分掌に適切な
人材・人数を割り当て、分掌間・個人間の業務量の平準
化を図りたい。
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【校務運営】
①行事ごとに反省・検証を行い、内容等の検討・改善に努める。
②育友会活動の円滑な運営と改善に努める。他課と連携した研修会や懇談会などを、さらに発展させる方向で検討し、実施する。

【研修】
①学習指導要領改訂を受け、カリキュラム・マネジメントの充実を図るため、平成３０年度から新たなテーマで研究に取り組む予定である。
②引き続き、教職員の専門性向上につながる研修機会を設定する。

【開かれた学校づくり・特別支援教育センター】
①順調に定着しつつあるコミュニティ・スクールを活用した地域貢献に係る取組を継続する。
②次年度は、地域の方々に学校に来てもらう取組を積極的に進める必要がある。
③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。
④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。
⑤一昨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】
①引き続き、小・中・高の学部間交流、地域交流を進める。

【寄宿舎】
①次年度も、引き続き学校・家庭と連携し、学校での「学び」の土台となる「基本的生活習慣の確立」を図るとともに、「社会性」の育成に努める。

【業務改善】
①引き続き、小・中・高の学部間、校務分掌間の連携を強化し、協働実践を進める。
②時間外業務時間の縮減を機会あるごとに呼びかける。
②日常の業務、分掌、各種委員会等の組織の見直し、協働を進め業務の効率化を図る。また、分掌間、個人間の業務量の平準化に取り組む。
③毎週水曜日の「ノー残業デー」を職員朝礼で呼びかける。また、夏季・冬季休業中の朝型・夕型勤務を奨励し、業務改善への意識を高める。
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