
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

新学習指導要領につい
て、教員間の意識を高め
るために、授業の実践に
つながる具体的な情報を
提供する。

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。

4

○新学習指導要領の全教員への配付、総則解説編、各
教科解説編、自立活動解説編、小中学校学習指導要領
の各学部への配置、「学習指導要領の手引き」の全教員
への配付、学部会で「道徳」の研修（出張者の復伝）等の
情報提供を行った。
○新学習指導要領についての意識は、より高まってきて
いると思われるが、温度差がある。また、授業実践をする
ことで疑問点も生じてきた。今後も研修会等で情報を集
め、それらを伝える研修の機会を作ることで新学習指導
要領の理解を深めて実践に繋げられるようにする。

教員間の意識の差を
縮めてもらいたい。

Ａ

情報提供を行うことで、新
学習指導要領への理解
を深め、「育成すべき資
質・能力の三つの柱」を
踏まえた授業の実践を推
進する。

４：略案を書いて検討した後、３回以上
授業の実践を行った。
３：略案を書いて検討した後、２回授業
の実践を行った。
２：略案を書いて検討した後、１回授業
の実践を行った。
１：「育成すべき資質・能力の三つの柱」
踏まえた授業の実践を行わなかった。
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○1月実施のアンケートによると、「育成すべき資質・能
力の三つの柱」を意識した略案を書いて授業実践を3回
以上行った教員は16％、2回は17％、1回は39％、行わな
かったのは28％、平均は1.2回であった。（回収率67％）
○実践後のアンケートでは、「ねらいが明確になった」「ポ
イントを絞った支援ができた」「学びが深まった」等、肯定
的な意見が多かった。一方、「育成すべき資質・能力の
三つの柱」の中の『学びに向かう力・人間性等』につい
て、どう評価するのか判断に迷った教員も多かった。学
校教育目標とめざす児童生徒像を再確認し、この内容に
ついて各教科で改めて検討する必要がある。

どう評価するのか判断
に迷う教員が多いよう
に感じられるので、情
報提供の内容を改善
する必要があると思
う。

Ｃ

平成 ３０年度　山口県立宇部総合支援学校　学校評価書　　　　　　校長(   大　野　浩　光　 ）

■学習指導：卒業後の視点を大切にしたカリキュラムマネジメント
■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 ：地域自治会等の連携強化によるＣＳの取組の一層の促進と安全・安心な学習環境づくり。
○チャレンジ目標　「いじめゼロ！みんなスマイル！ともにつくろう　えがおのうべそう」

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の育成。
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・改善と地域
　　　　　　　　　　　　との連携体制の構築を図る。

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

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

■学習指導
○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。」と答えており、
引き続き、身に付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。
○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
○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92.1%、保護者の91.0%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97.7%、保護者の
88.5%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91.6%、保護者の94.9%
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。
○“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。
○平成２９年度から、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ている。
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
○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。
本年度は、新管理棟、新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。
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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：児童生徒会主体の活動を７回以上
行った。
３：児童生徒会主体の活動を５～６回
行った。
２：児童生徒会主体の活動を３～４回
行った。
１：児童生徒会主体の活動が２回以下
だった。 4

〇年3回の全校集会では、学部間の交流を図ることがで
きるように、活動内容を変更し、児童生徒会主体で運営
を行った。
〇今年度も、チャレンジ目標をいじめをテーマに児童生
徒会から募集し、決定した。また、年7回いじめの防止活
動として、「いじめのない学校にしよう全校一斉放送」を
生徒会から行った。
〇宇部市のチャレンジデーでは、校内で参加の呼びかけ
やチラシ作り等を行い、地域事業に参加した。また、地域
との交流事業として、ハートofフレンズのポスターを作成
した。
〇児童生徒会役員選挙では、選挙についての説明や投
票の仕方をパワーポイントや動画を使って、児童生徒会
から詳しく説明を行った。

引き続き、児童生徒の
主体性を重視した活
動を行ってもらいた
い。

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

〇交通移動教室を12月に行い、横断歩道の渡り方や自
転車の乗り方について県警から指導を受けた。
〇通学バスでは、登校時・下校時の乗車指導を年3回行
い、乗車マナーの向上に努めた。
〇各学部集会等で交通安全についての指導を行った。
また、高等部の学期末の生徒指導でKYT資料や動画を
使用して、自転車の乗り方や交通ルールについて指導を
した。
〇今年度も、交通事故報告は1件もなかった。

できる限りの協力をさ
せていただきたい。

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
・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
・チャレンジ目標の設定

４：いじめ防止等のための取組を８以上
行った。
３：いじめ防止等のための取組を６～７
行った。
２：いじめ防止等のための取組を４～５
行った。
１：いじめ防止等の取組が３以下だっ
た。

4

〇各学部における他校との交流体験活動、地域への社
会貢献活動等に取り組み、思いやりの心や社会性を育
むことで未然の防止を行った。
〇高等部の部活動では、自ら課題を見つけ、主体的に判
断し、課題を解決するなどの自己指導能力の育成を図っ
た。
〇今年度もチャレンジ目標をいじめをテーマとしたもので
募集をした。「いじめのない学校にしよう全校一斉放送」
で、月目標と共にチャレンジ目標を掲げ、啓発を行った。
〇今年度、学校いじめ防止基本方針を大幅に見直し、教
職員への周知を行った。また、生活指導課内でいじめ問
題に対する取組の評価・検証・改善を密に行った。
〇インターネット上のいじめ防止のために、今年度もケー
タイ安全教室を行った。

学校全体の問題行動の減少とともに、軽微ないじめも
減った。いじめ防止に努めていくために、今後も継続して
粘り強い指導が必要である。

いじめで尊い命が失
われるような事が無い
ようにお願いする。

Ａ

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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〇校内の情報交換では、気になる児童生徒について学
年会、学部会で密に情報交換を行い、連携して相談・指
導にあたった。
〇家庭とは、連絡帳でのやり取りや家庭訪問等を積極的
に行い、密に情報交換を行った。
〇SC・SSW・少年安全サポーター・警察等の外部機関と
も連携し、対応等について助言していただいたことを教
職員間で共有し、迅速に対応することができた。

家庭にも問題がある
ケースが多いので、他
の行政機関との連携
も強化してもらいた
い。 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
会の受講率と普通救命講
習修了証取得者の向上
を図る。

４：講習受講者と普通救命修了証取得
者を合わせた教職員が９０％以上になっ
た。
３：講習受講者と普通救命修了証取得
者を合わせた教職員が８０％以上になっ
た。
２：講習受講者と普通救命修了証取得
者を合わせた教職員が７０％以上になっ
た。
１：講習受講者と普通救命修了証取得
者を合わせた教職員が６０％以下であっ
た。

4

〇日本赤十字社による救急法講習会と普通救命修了証
取得者を合わせた教職員が９０％以上となった。今年度
は、事前に講習内容を周知したり、普通救命修了証の未
取得者には直接呼びかけたりしたことがよかった。
〇昨年度の普通救命修了証の取得率は７１％であった
が、今年度は、８３％を超えた。未取得者が２０名程度い
たことが大きな要因となっている。来年度も、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。

是非、１００％を目指し
てもらいたい。

Ａ

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・１２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。新校舎への引越を機に一覧表を作
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。

非常にデリケートで、
重要度の高い教育な
ので、注意を払いつつ
進めてもらいたい。

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。
○今年度は、新しい校舎ができたことにより、施設設備
の安全点検個所が増えたが、事前に危険個所や点検す
る場所を精査したことにより、施設点検を実施することが
できた。

お金のかかる事であ
り、難しい面もあると
思うので、修繕の困難
な箇所は立ち入り禁
止にするなどし、事故
防止に努めてもらいた
い。

Ａ

健

康

安

全

いじめの防止

生
徒
指
導
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校内教育相談体
制の充実

小学部：学年を中心に定
期的に情報交換を行い、
児童の指導・支援につい
て共通理解を図る。

中学部：学年を中心とし
た校内教育相談活動を行
い、学部内での情報共有
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（ケース会
議）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

  小学部では、各学年で情報交換会を行い、児童の実態
や課題、個別の教育支援計画の目標について共有し
た。また、学年を超えて協力体制が必要な児童について
は、情報共有のためのケース会議を行った。実施後学部
会や職員朝礼で報告をして、学部全体で指導・支援につ
いて共通理解を図った。新たな取組として、支援シートを
用いた自由参加型のケース会議を行った。児童の指導・
支援について多くの教員で共通理解できるとともに、教
員の研修にもなる有意義な会議になった。今後も継続し
ていきたい。

  中学部は、今年度も学年を中心とした教育相談活動を
行った。定期的に教育相談課で情報交換を行い、学部会
で報告することで、学部全体での共通理解を図った。ま
た、コーディネート課と連携して外部機関につなげ、解決
に向かったケースも多くあった。今後も学年を中心とした
相談体制で問題の早期把握に努め、適切な対応でより
よい生徒支援につなげていきたい。

  高等部では、学年を中心にして生徒の生活上の課題を
把握し、課題解決のために情報交換や専門家から意見
を聞く機会を必要に応じて設けている。今年度も、学年教
員、各分掌担当教員以外にもスクールソーシャルワー
カー、スクールカウンセラー、福祉、医療等の専門家や
関係機関と連携してケース会議を実施した。早めにケー
ス会議を開いて対応したことにより好転したケースもあ
り、今後も見通しを持って支援をすすめたい。

引き続き、情報共有を
して、より高度な支援
をお願いする。

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

  教職員の専門性の向上をめざして、夏季休業中に「児
童・生徒を支援するための保護者対応について」「『宇部
市こども支援ネットワーク協議会』って知っていますか？
～要対協の活用について」「いじめの認知力を高めるた
めに～教職員の人間関係づくり～」の3回の研修会を実
施した。校内教職員160名の参加があり、実施後のアン
ケートでは、研修会が「とても役立った」と参加者の８０％
が回答した。「あまり役立たなかった」「役立たなかった」
という回答したものは0名だった。
今後も教職員が見通しを持って、児童・生徒、保護者の
支援を行うための技能を高める研修会を企画していきた
い。

研修会は、参考になる
ことが多々あると思う
ので、学校の現状に
適合したものを実施し
てもらいたい。

Ａ

進路情報の収集
と発信

地元企業や施設、関係諸
機関との情報交換を密に
して、幅広い職種での進
路先開拓を行う。
また、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９２％（１％増）・教員９４％（１％減）、「進路情報の
提供に努めている」は保護者９５％（±０％）・教員９８％
（±０％）と、昨年度同様９０％以上の評価であった。
○職場開拓は、今年度も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、
現場実習受入れ企業は４８社（２増）、そのうち新規開拓
は１６社（４増）であった。また、福祉施設の実習では、受
入れ施設は７６施設（２０増）、そのうち新規開拓は３施設
（９減）であった。引き続き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るととも
に、グループホームや入所施設については、生徒や保護
者の希望を踏まえて県内全域から迅速な情報収集等に
努めたい。
○進路だより「マイウェイ」は、教員アンケートでは、教員
の既読率は９９％（２％増）、内容について「とてもよかっ
た」は８１％（４％増）、「まあまあよかった」は１５％（５％
減）の評価であった。福祉サービスの利用や、本校の
キャリア教育の全体像と学部間の授業交流を中心とした
各学部の取り組みを保護者向けに分かりやすく紹介した
が、教員からも好評であった。
○『進路指導懇談会』は、昨年度に引き続き３００名程の
参加者があり、保護者への情報提供や研修の機会、会
社や施設、関係機関との情報交換の場として有益な大
会となった。また、保護者への情報提供の一助とするべ
く、『近隣市町村の施設情報一覧』を大会資料に添付し
た。
○近隣の関係機関や施設職員を講師とした『教員向け
の研修会』を、昨年度より１回多い３回（８・１２・１月）実施
し、好評であった。引き続き近隣の関係機関や企業・施
設の協力を得ながら、教員の専門性向上のための研修
会を企画したい。

学校卒業後のことは、
親として非常に気にな
る事であり、不安が大
きい事なので、児童生
徒にも親にも多くの情
報発信をお願いする。

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。

○学部間の授業交流を昨年度同様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９４％（３％増）・教員９２％（４％減）、「学部を通
した継続的な進路指導に努めている」は保護者８８％
（１％減）・教員８７％（３％減）と、昨年度に引き続き９０％
前後の評価であった。
○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８１％（８％増）。学部別では、小学
部６４％（２％増）、中学部１００％（４％増）、高等部７４％
（１２％増）と、全校平均で初めて８０％を超えた。「ここ数
年、学部間の交流が授業を中心に進められ、定着してき
た」「活発に交流されるようになったので、教員も他学部
のことがわかるようになった」「働くことの楽しさや意味を
早い段階から意識させていくことは大切」「高等部の先輩
から近い将来の様子について知ることができ、生徒たち
の生活態度や学習の意識が高まった」など、子供たちへ
の教育的効果が実感され、学部間授業交流が定着して
きたことが伺える。

将来を見据えた活動
であり期待している。

○３年間の取り組みの中で、小学部は「近い将来（中学
部進学）を知ることや、中学部との交流を通して中学部
への移行をスムーズに行う」、中学部は「高等部卒業後
の進路（就職・施設利用）を見据えた校内実習や、近い
将来（高等部進学）を知る」、高等部は「高等部卒業後の
進路決定を目指し、多様なスキル向上を目指す」ことを
主な狙いとしたキャリア教育推進の全体像が形になって
きた。「積極的に他学部を見学したいので、交流月間（週
間）を設けてほしい」「小学部 ⇒ 中学部、中学部 ⇒ 高
等部への授業参加がもっと増えて気軽にできるようにな
ると、小中学部卒業後の学校生活の見通しを持つこと
が、よりできるようになると思う（児童生徒にとっても、教
員にとっても）」など、具体的な要望も寄せられており、学
部や他分掌と連携して引き続き学部間授業交流の推進
に努めたい。

Ａ

教
育
相
談

4

進

路

指

導
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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

○「始業式・終業式」では、気温等に配慮した式の運営が
できるように工夫した。
○「開校記念祭」は、児童生徒の興味関心を踏まえた内
容にした。
○今後も儀式的行事等の円滑な運営に向けて、課題を
整理しながら工夫・改善に努めていきたい。

常にそういう視点で見
てもらいたいと思う。

Ｂ

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

○各部の教職員や育友会執行部、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。

来年度も、学校と育友
会の良好な関係を築
いていきたいと思う。

Ａ

研究テーマ（カリ
キュラム・マネジメ
ントによる学校教
育活動の充実）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の研
究協議会を行う学部や新しく取り入れられる道徳の授業
についての研修を深め、成果を上げた学部もあった。

引き続きお願いする。

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

○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98%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
けた研修もさらに進めていきたい。

他分野の話も多く聞い
てもらいたい。

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41～69％であった。
２：参加率は30～40％であった。
１：参加率は29％以下であった。

3

〇今年度は57％の参加率で、昨年度よりも約2パーセン
ト増えた。また、参加している生徒の出席率も高く、目的
意識をもって活動することができた。
〇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。
〇各運動部では、年2回の対外試合に出場し、全国大会
優勝等の成績を残すことができた。

参加率云々よりも、部
活動は子どもの成長
に大きく影響するの
で、どんどん行っても
らいたい。

Ａ

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

〇アンケート「地域貢献に力を入れている」における肯定
率は、保護者９０％、教職員９７％であった。
○地域の公会堂、公民館、高齢者施設、事業所、店舗、
道、用水路、竹林、神社等における清掃活動、自治会の
ごみ分別作業等、積極的に地域貢献活動に取り組んだ。
昨年より活動の範囲が広がり、参加生徒も増えた。
○「輪飾りづくり」、「うべそうカフェ」等、地域の方々を学
校に招く取組も企画した。
○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。

社会への参加体験に
なるので、活発に行っ
てもらいたい。

Ａ

学齢に応じた発
達相談事業の充
実

巡回訪問の回数が減った
ことに対応するため、来
校相談や電話相談を充
実させる。そのために、
リーフレットを改訂したり、
巡回訪問の時にＰＲした
りする。

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

巡回訪問が1回減ったために、各校を訪問して行
う相談は減少している。来校相談や電話相談をPRし
てはいるものの来校相談や電話相談の相談件数は大
きくは変わっていないが、就学相談の件数は昨年度
とほぼ変わらずニーズは高い。
緊急性の高い保護者、本人への相談は要請訪問で

対応しているが、各校を訪問する巡回訪問が減った
ことにより、教員との教育相談の件数が減少してい
る。各校の相談支援体制の整備が進んできたことも
要因の一つといえるかもしれない。

ニーズが高い相談が
おろそかにならないよ
うにしてもらいたい。

Ａ

地域のニーズに
対応した研修会
の実施

地域の園や学校の教員
のニーズに対応した研修
会を実施し、特別支援教
育に関わる教員の資質
向上を目指す。

４：参加者へのアンケートの結果、「大変
満足」「満足」が９０％以上
３：参加者へのアンケートの結果、「大変
満足」「満足」が８０％以上
２：参加者へのアンケートの結果、「大変
満足」「満足」が７０％以上
１：参加者へのアンケートの結果、「大変
満足」「満足」が５０％以上

4

　今年度は特別支援教育センター主催で、4月にMIM理
解セミナー、6月に校内コーディネーター研修会、8月に特
別支援教育センター研修会を開催した。3回の開催での
べ４３４名の参加があった。事後アンケートを実施し、「大
変満足」「満足」という回答が９７％であった。
　参加者にとって有意義な研修会を開催することができ
たが、アンケートの中にはもっと研修の機会を求める声
や内容についての要望が挙げられていた。次年度も参
加者のニーズにこたえられるような研修会を実施したい。

引き続きお願いする。

Ａ

研

修
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援
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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。

4

○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、学年や学部で、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。授業後の研究協
議でも、意見交換を十分に行い、お互いの授業について
深めることができた。学部全体の取組が行われ、成果が
上がった。

課題があった内容を
改善できる体制になる
よう期待する。

Ａ

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つに留まった。

１：検討・改善が進まなかった。
4

〇入学児童対象に行った保育園や療育機関との情報交
換について教育相談課が中心になりスムーズに進めて
いる。
〇学校間交流では、黒石小2回、厚南小3回実施し、お互
いの交流が深まった。居住地校交流では、31名が計画
通り実施できた。有意義な振り返りができている。
○中学部・高等部生徒との授業交流も機会をとらえてで
きるだけ行っている。高等部との交流から、「うどん作り」
の授業を実施した（3年生）。
〇地域との交流では、輪飾りづくり等で支援していただい
た。
○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や地域に知らせていきた
い。

引き続きお願いする。

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

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では月に１回、学
年でも週に１回程度実施した。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。
本校では今年度より「カリキュラムマネジメント

による学校教育活動の充実」を研究テーマとしてお
り、このテーマを受けて中学部ではさらに～新しい
教育課程編成の試み～のサブタイトルをつけて、研
究に取り組んだ。3か年計画の1年目である今年度
は、新しい教育の動向と「カリキュラムマネジメン
ト」そのものについての理論研究、さらには道徳の
授業の在り方について研究を進めた。全教員がポス
ター形式で自分の実践を紹介しあい、成果や課題を
明らかにした。
また、新学習指導要領の実施に向けて「育成を目

指す資質・能力の3つの柱」を意識して指導案を作
成し、授業改善と学習指導の一層の充実を目指し
た。
中学部保護者による授業評価アンケートではすべ

ての項目において、大変良い、よいという肯定的な
回答が１００％であった。また、学校評価アンケー
トでも学校生活および学習活動ほかすべての項目で
肯定的な回答が90％を上回った。

保護者の支持が得ら
れているので、良い取
組だと思う。

Ａ

地域交流活動の
推進

作業学習、職業実践、学
校行事において生徒が地
域と共に学ぶ交流活動を
推進する。

４：十分に検討を行い、前年度より地
域からの参加及び地域への参加の
機会が増えた。
３：検討をしたが、地域からの参加及
び地域への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

○産業科職業実践「ビルメンテナンス」班、普通科作業学
習「地域活動」班による近隣店舗、公共施設、福祉事業
所など活動範囲を広げ、参加の機会が拡大した。
○地域との連携を活かした取組として、自治会のゴミ分
別作業では産業科生徒と併せて、すべての普通科作業
学習班が参加し自治会の方との交流が深まった。
○産業科においては、地域の方を講師として招き、輪飾
りづくりの体験学習を実施した。
○産業科職業実践「サービス総合」班では、“うべそうカ
フェ”を実施し、地域の方の来校機会を提供した。
○各担当者が積極的に取り組み、事業所、社協、地域と
の連携を図ることで、昨年度以上の取組を推進すること
ができた。

卒業後の人生につな
がるものもあると思う
ので、積極的に進めて
もらいたい。

Ａ

実践的職業教育
の取組とさらなる
充実に向けた検
討

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：学習内容の新たな提案や取組に
つながった。
３：学習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。

4

○普通科作業学習「地域清掃」班を「地域活動」班として
名称変更した。これまでの校外の施設におけるトイレ清
掃を通した店員や来客に対応するコミュニケーション力を
育むだけでなく、福祉事業所や公共施設などに活動場所
や実施内容を拡大、実施に関するアポイントメントをとお
してより多様な能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、“うべそうカ
フェ”を実施し、商品の仕入れ、準備、接客等をとおして
普段学習していることを実践的に取り組んだ。
○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

小

学

部

高

等

部
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社会性の育成
（コミュニケーショ
ン力の育成）

○相手に伝わる適切な挨
拶・報告ができるように一
緒に考え、場面を捉えて
支援する。

４：挨拶・報告が促されなくても十分
できている。
３：挨拶・報告が促されれば十分でき
ている。
２：挨拶・報告が促されてできる。
１：挨拶・報告を促されてもできない。

3

○挨拶・報告を必要とする場面はもちろんのこと、全体会
や食事の前など多くの機会を捉えて支援を行った。
○報告については事前に要点を確認し、もれなく報告す
ることを本人と確認を行っている。
○入室の挨拶について、おおむね聞こえる声で挨拶が
行えている。

社会生活上、挨拶は
潤滑油となるので、引
き続きお願いする。

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：整理整頓は、８割の生徒が定着して
いる。
３：整理整頓は、６割の生徒が定着して
いる。
２：整理整頓は、４割の生徒が定着して
いる。
１：整理整頓は、２割の生徒が定着して
いる。

4

○新入舎生には、整理整頓の仕方を個別に支援した。
〇年に３度の定期的な評価を行い、整理整頓の意識が
高まってきた。ほとんどの生徒に整理整頓の意識が定着
してきた。今後はその定着した意識が薄れていかないよ
うに継続して支援を行いたい。

定着に向けた支援を
願う。

Ａ

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
務時間の縮減

5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

■学習指導：卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメント
○学校評価アンケートでは、保護者の９２％、教職員の９３％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。
○教務課が、新学習指導要領に関する資料を教員へ配付し、情報提供に努めた。さらに、新学習指導要領に示された「育成すべき資質・能力の三つの柱」（「知
識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう力・人間性等」）を意識した略案による授業実践を推進した。研修課主導で、研究テーマ「カリキュラム・マネ
ジメントによる学校教育の充実」に基づき各学部及び寄宿舎で研究・研修を行った。引き続き、新学習指導要領の理解を深め、各学部・各教科で取組を見直して
いく必要がある。
○進路指導課の主導による「学部間の授業交流」が定着してきた。学校評価アンケートでは、保護者の８８％、教職員の８７％が、「学校は、卒業後の進路を見通
し、小・中・高等部を通じた継続的な進路指導に努めている」と答えている。児童生徒の生活態度や学習意欲の面でも教育的効果が実感されて好評であり、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
○学校評価アンケートでは、「自他の人権を尊重する態度」や「主体的に行動する力」を育む生徒指導については、保護者・教職員ともにの９２％が肯定的な評価
をしている。「交流活動」や「地域貢献」への取組については、保護者の９０％、教職員の９７％が肯定的な評価であった。
○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
という取組（２年目）が定着した。
○平成３０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。
〇引き続き「交流活動」や「地域貢献」を推進し、思いやりの心や社会性を育み、いじめの未然防止につなげたい。
〇学校全体の問題行動の減少とともに軽微ないじめも減っているが、今後も未然防止のための取組を粘り強く続ける必要がある。

■分 掌 等：地域自治会等の連携強化によるＣＳの取組の一層の促進と安全・安心な学習環境づくり。
○地域の公会堂、公民館、高齢者施設、事業所、店舗、道、用水路、竹林、神社等における清掃活動、自治会のごみ分別作業等、昨年度以上の地域貢献活動
を推進することができた。昨年より活動の範囲が広がり、高等部生徒だけでなく中学部の生徒も加わるなど参加生徒数も増えている。
生徒・教員が地域の方々と直接交流する機会がさらに増え、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。
今年度から「うべそうカフェ」という新たな取組が始まったが、さらに多くの地域の方々に学校に来ていただくための取組を企画していく必要がある。
○避難訓練（１学期「不審者」（児童生徒の引き渡し訓練を含む）、２学期「地震・火災・津波」（厚南小学校へ避難）、３学期「火災」）、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。

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
デーとし、職員朝礼で呼
びかける。
長期休業中の時間差出
勤を奨励し、業務改善へ
の意識を高める。

４：:時間外業務時間が、月平均１５時間
以下に縮減した。
３：時間外業務時間が、月平均１８時間
以下に縮減した。
２：時間外業務時間が、月平均２０時間
以下に縮減した。
１：時間外業務時間の縮減ができなかっ
た。

Ｂ

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

寄

宿

舎

Ｂ2

○今年度、４月～１２月の全教職員の時間外業務時間
は、月平均２0時間40分であり、昨年度の同時期２２時間
と比べ８0分（６％）の減少となった。
○長期休業中の「時差出勤」の実施者は、昨年と比べ、
夏季休業３１人→３４人、冬季休業６人→１５人と増加し
た。実施者のほとんどが定刻に退校しており、時間外業
務時間の縮減につながった。
〇引き続き、毎週水曜日の「ノー残業デー」、「最終退校
時刻：１９時」の呼びかけ、「時差出勤」の実施の促しによ
り、メリハリのある働き方をルール化し、時間外業務の縮
減を図りたい。

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。

肯定率１００％を目指
してもらいたい。

二学期制の導入や運
動会の５月開催は、大
きな見直しだと思う。

二学期制に移行する
際に、児童生徒が混
乱することが無いよう
にしてもらいたい。

Ａ

〇アンケート「行事の時期・内容は適切である」における
肯定率は、保護者、教職員ともに９３％であった。
〇来年３月まで新小学部棟、新中学部棟の新築工事、そ
の後、バス昇降場、渡り廊下、グラウンド、駐車場等の外
構工事が行われる。
〇来年度からは、二学期制を実施する。また熱中症対策
として運動会を５月開催に変更する。
〇引き続き他の学校行事についても見直し改善を進め
ていきたい。

時間外業務時間を減
少できた事は、教職員
の努力の結果だと思
う。

どの組織でも課題と
なっているので、業務
の分担化を進めてもら
いたい。

2

○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83%であった。
○12年間を見据えた教育活動と協働実践として、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小学部児童と高等部生徒との交流授業（農業・園芸・
輪飾り作り）
②中学部生徒と高等部産業科１年生との進路学習（よう
こそ先輩）
③中学部生徒と高等部作業班との交流授業（校内清掃）
④教務課が、県教委作成の「新学習指導要領活用の手
引き」を小・中学部に配付し活用を促した。
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
引き続き、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。
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【業務改善】
①小・中・高の学部間、校務分掌間の連携を強化し、１２年間を見据えた協働実践を進める。
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、長期休業中の時差出勤を奨励し、業務改善への意識を高める。

【学習指導】
①情報提供、研修により新学習指導要領についての理解を深め、「育成すべき資質・能力の三つの柱」を意識した授業実践につなげられるようにする。
②キャリア教育における小・中・高の授業交流、地域交流を一層拡大する。

【生徒指導・特別活動】
①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来年度も、いじめの防止活動として、「いじめのない学校にしよう全校一斉放送」を児童生徒会から行う。
④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。
⑤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。

【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性に関する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。
　 また、データーベース化した性教育の教材や指導案を学部を超えて共有し、活用する。

【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学年、学部での日常的な情報共有やケース会議により児童生徒の指導・支援について共通理解を図る。
   福祉、医療等の専門家や関係機関と連携し、早めのケース会議を実施し、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。

【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。研修会や懇談会などを他課と連携して実施する。

【研修】
①研究テーマ「カリキュラム・マネジメントによる学校教育活動の充実」に基づき、研究・研修を充実させる。
②参加者のニーズ、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機会を設定する。

【開かれた学校づくり】
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の取組を継続する。
②地域の方々の来校機会を増やす取組、肢体不自由の児童生徒が参加する機会を増やす取組を進める必要がある。

【特別支援教育センター】
①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。
②次年度も参加者のニーズに合った有意義な研修会を開催する。

【学部運営】
①（小学部）キャリア教育の視点を取り入れた地域交流・学部間交流を充実させる。
②（中学部）研究テーマ「カリキュラム・マネジメントによる学校教育活動の充実」に～新しい教育課程編成の試み～というサブタイトルをつけて、理論研究、
　　　　　　　授業改善を進める。
③（高等部）作業学習、職業実践、学校行事において、地域交流活動をさらに推進する。

【寄宿舎】
①学校・家庭と連携し、「社会性の育成（コミュニケーション力の育成）」、「基本的生活習慣の確立」に努める。

6　次年度への提言
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