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学
習
指
導

一人ひとりの実
態に応じた支
援・指導の工夫
改善

・地域の小・中学校との
交流学習や、宇部総本校
との共同学習を積み重ね
る。
・共同学習の実施後、振
り返りを行う。
・課題の解決に向けて具
体的な支援方法や指導
内容を工夫改善し、分教
室で実践する。

4：地域の小・中学校との交流学習を１学
期当たり２回以上、宇部総本校との共同
学習を１月当たり１回以上　計画・実践
し、児童生徒の実態に即した具体的な支
援方法や指導内容を工夫改善すること
ができた。
3：地域の小・中学校との交流学習を１学
期当たり２回以上、宇部総本校との共同
学習を１月当たり１回以上計画・実践し、
概ね児童生徒の実態に即した具体的な
支援方法や指導内容を工夫することが
できた。
2：地域の小・中学校との交流学習を１学
期当たり２回以上、宇部総本校との共同
学習を１月当たり１回以上計画・実践で
きたが、児童生徒の実態に即した具体
的な支援方法や指導内容を工夫するこ
とができなかった。
1：交流学習、共同学習の両方とも、ある
いはどちらか一方が目標通りの回数を
実施できず、児童生徒の実態に即した具
体的な支援方法や指導内容を工夫する
こともできなかった。

4

○地域の小・中学校との交流学習は、１学期あたり２回以
上行うことができた。中学部は、特別支援学級との交流を
中心に、また小学部は通常学級との交流を中心に回を重
ね、同年齢の児童生徒がどんなことをしているのかよく分
かり、有意義な活動を行うことができた。
　中学校との交流では、お互いの学校を訪問する機会が
あり、有意義な時間を過ごせたので、今後は小学部でも
お互いの学校を行き来する交流学習を計画していきた
い。
　また、今後は、小・中共通の取組として相手校の児童生
徒との相互理解を深めるための交流のあり方について検
討を加えるなどして交流学習の工夫・改善を進めていきた
い。
○宇部総本校との共同学習は、健康診断や、運動会、学
習発表会・生産まつりなどの行事や学部・学年企画の生
活単元学習に合わせて学習を行ってきた。集団の中で
「基礎学力・活用力」を育むとともに、休み時間に一緒に
遊ぶ姿があるなどコミュニケーション能力をはじめとする
「社会性」を育てる場ともなった。
　また来年度は分教室の児童生徒数が増え、７人５学年
にわたる見込みなので、宇部総本校との連携をこれまで
以上に密にし、一人ひとりの実態に応じた計画的な取組
を推進していきたい。

A

児童生徒会活動
の活性化

全校児童生徒の学校生
活をよりよくしようとする
主体的で全校的な取組を
一つ一つ実践していく。

4：３つ以上の取組を行った。
3：２つの取組を行った。
2：１つの取組を行った。
1：全校的な取組ができなかった。

3

中学部生徒の発案で、委員会活動的な係として「朝の放
送」を始め、継続して活動した。また、同様に全校朝会を１
学期途中から毎月始めに実施した。司会進行を中学部生
徒が行った。

B

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
・日々の教育相談的対応
に努める。(聞く、見る、共
感する、話し合う等)

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。

4

日々の学校生活の中で、教員が積極的に児童生徒にか
かわり、一人ひとりを大切にしながらよりよい人間関係作
りに努めた。児童生徒も仲よく生活しようと心がけていた。

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。

4

連絡帳で児童生徒の学校での様子を、保護者に毎日知
らせた。また、保護者からも家庭での様子を情報提供して
いただいた。気になることがあると、教員間で話題にした
り、すぐに保護者へ電話連絡をしたりする等、家庭と学校
とで双方向のやり取りがスムーズにできた。

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100％になった。
3：修了証取得率が75％になった。
2：修了証取得率が50％になった。
1：修了証取得率は50％未満であった。 4

年度当初、１名の未受講者がいたが、宇部総本校主催の
ＡＥＤ講習会に参加し、修了証取得率100％になった。

A

施設設備の安全
確保

遊具や学校施設・器具等
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。

4：8回以上実施した。
3：5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

安全・環境衛生点検計画に従って、毎月１回点検を実施した。
点検結果は、修理・改善が必要な項目を一覧表に整理して校内
に回覧している。
遊具等補修が必要な箇所があるが、予算面および市と県どちら
が負担するか等の調整上の課題があり実施できていない。

A

校内教育相談体
制の充実

日々の連絡会、月に一度の
分教室会議の際に、児童生
徒の様子を情報交換し、常
時支援体制を整える。

４：毎日情報交換を行った。
３：週に３回程度情報交換を行った。
２：週に１回程度情報交換を行った。
１：一月に数回の情報交換を行った。 4

ほぼ毎日の連絡会や毎月の職員会議、分教室会議等で、児童
生徒の様子を報告し合い、話し合いを重ねることで指導・支援の
工夫・改善に向けた体制を整えることができた。

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
実技研修会に参加する。

４：参加率100％を達成した。
３：参加率75％以上だった。
２：参加率50％以上だった。
１：参加率50％未満だった。 2

本校での専門家チーム連絡協議会へ定期的に参加し、いろい
ろな角度から研修を深めることができた。しかし、本校教育相談
課主催の研修会には、他のものと日程が重なったり、ニーズに
合った内容ではなかったりしたので、参加率が低くなった。今後
は長期休業等を活用し、ニーズに合った研修会を探して参加
し、研鑽を積む必要があると考える。

C

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

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
重点目標・・・・・・　■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
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いじめの防止

　開設１年目の分教室である。分教室の開設により、これまで遠方の総合支援学校に通わざるを得なかった子どもたちが、身近な地域で総合支援学校の教育が
受けられるよ　うになった。また、分教室と他の小・中学校や宇部総本校、地域の方々とで行う「交流及び共同学習」では、障害のない児童生徒、地域の人々との
相互理解の促進が期待される。さらに、地域の特別支援教育の拠点校の一つとして果たす役割も大きく、未就学児童の就学相談、特別支援教育に関する教育
相談、進路検討のための分教室見学、研修会への講師派遣　等を行っている。

■児童生徒の様子
○小学部１年生(男子２名)、中学部１年生(男子１名)の計３名が在籍している。在籍児童生徒は、全員知的障害を有しているが、明るく純朴で校舎内には元気な
声がこだましている。
○小学部の児童は、基本的なあいさつや返事はできるものの、自分の気持ちや考えを表現することが苦手でコミュニケーション能力に課題がある。
○中学部の生徒は、基本的生活習慣が定着しており、高い会話能力を有しているものの、時と場に応じた発言や相手の立場にたった思考に課題がある。

■地域の様子
○美祢市の西方に位置する桃ノ木下地区(３０戸ほどの集落)の一角に校舎がある。
○前身の旧桃木小学校時代からの伝統で、地域住民は学校の教育活動に理解があり、校地内の環境整備や、花壇づくり、梅干づくり等の交流体験活動に協力
をいただいている。

1



進

路

指

導

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。

3

進路だよりや進路指導懇談会についての情報は、宇部総
本校の情報と同様のものを提供した。児童生徒の保護者
に対しては、家庭訪問、懇談会を通して直接具体的な話
をするように心がけた。

B

校
務
運
営

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検討を行っ
た。
3：２つの行事について検討を行った。
2：行事の検討は１つに止まった。
1：行事の検討はできなかった。

4

開設初年度ということもあり、すべての行事について検討
を行った。

A

研究テーマに基づ
いた研究・研修の
充実

教職員間で随時意見交換を
したり、連携を図ったりしな
がら研究・研修を進める。

4：研修実施が６回以上であった。
3：研修実施が５回以上であった。
2：研修実施が４回以上であった。
1：研修実施が３回以下であった。 4

開設初年度、分教室独自の取組ということもあって、研修への
取り掛かりが遅くなったことが反省点である。夏季休業以降、
テーマに沿って、小・中学部それぞれで、また合同で実践に取り
組んだ。研修会と銘打った回数は少なかったが、日々の連絡会
や分教室会議等で、交流や共同学習の在り方や内容について
検討する機会を何度ももった。

A

教職員の専門
性・資質の向上
を目指した校内
研修会への参加

本校研修部で企画・運営
される研修会に参加し、
教職員の意欲や充実度
を高める。

４：参加率100％を達成した。
３：参加率75％以上だった。
２：参加率50％以上だった。
１：参加率50％未満だった。 2

分教室教員のニーズに応じた内容の研修会ではなかったので、
参加率が低くなった。校内研修会とは別に、美祢市の小教研、
中教研、県養護教諭会の会場校になり、美祢市内の多くの先生
方に授業参観をしていただいたり、分教室や特別支援教育につ
いての協議をしたりする研修会をもった。お互いによい研修の機
会となった。

B

地域の学校との交流学
習の実施

4：１０回以上行った。
3：７回以上行った。
2：５回以上行った。
1：５回未満行った。

4

豊田前小、豊田前中との交流学習や作品交流、大嶺小と
の居住地校交流、美祢市主催のふれあい交流会への参
加等、１０回以上の交流学習を行ってきた。 A

宇部総本校との共同学
習の実施

4：１０回以上行った。
3：７回以上行った。
2：５回以上行った。
1：５回未満行った。

4

小学部中学部とも２０回以上の共同学習を行ってきた。合
計すると小・中合わせて５０回を越える見込みである。

A

地域の方々との交流学
習の実施

4：１０回以上行った。
3：７回以上行った。
2：５回以上行った。
1：５回未満行った。

4

学校の花壇づくり、キウイフルーツの収穫体験、地域内店
舗での野菜模擬販売等、地域の方々と計１２回の交流活
動を行ってきた。 A

◎開設初年度は、分教室の基盤づくりの年であった。２年目となる次年度は、一つひとつの教育活動を充実深化させていく年となる。また、児童生徒数の増が見
込まれることから、日常の指導・支援や交流及び共同学習の場面においてその対応が多岐にわたることが予想され、一つひとつの教育活動について、計画的、
系統的に取組んでいくことが課題となってくる。
【学習指導】
　児童生徒の指導・支援の改善に向けて、日常的な情報交換や協議を行う現在の体制を維持し、継続的な取組を推進する。
　交流及び共同学習や地域との交流活動については、相互理解を深めるための有効な手段や学習形態などを吟味し、指導・支援の工夫・改善を進める。
【生徒指導】
　児童生徒一人ひとりを大切にしながら、学校生活全体を通して自他の人権を尊重する態度を育む教育活動を展開していく。
　分教室中学部の在籍数増が見込まれるため、児童生徒会活動の活性化を図り、主体的に行動できる児童生徒の育成を目指す。
　地域貢献の観点から、積極的に地域に出向きボランティア活動や奉仕作業に取組み、地域住民との相互理解の促進を図っていく。
【分掌等】
　学校周辺の旧桃木小校区での協働体制はできつつあるので、今後は豊田前中校区を母体とする豊田前地区三校(豊田前小、中、美祢分教室)連絡協議会を活
用し、分教室からの情報提供、各校や地域からの情報収集に努め、地域資源の開発を進めるとともに豊田前地区との協働体制の構築を目指す。
　安全・安心な学習環境提供のため、宇部総本校高等部と連携し、高等部生徒による作業学習(校外実習)の一環として分教室の校舎や校地内の定期的な環境
整備を実施するなど計画的な取組を推進する。

４　　学校評価総括（取組の成果と課題）

◎美祢地域に開設した分教室という特質と使命をふまえ、一人ひとりのニーズに応じた支援や学びのつながりを大切にする教育の充実を図ることを経営方針と
し、日々の教育活動を展開してきた。開設初年度にあたる今年は、本校教育目標達成のために、重点目標に挙げた取組を推進するとともに宇部総本校や近隣
校との「交流及び共同学習」や地域の方々との「交流活動」の実践に重点を置いて取組んできた。
　以下、本年度重点目標にしたがって総括する。
■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
○分教室では、一人ひとりの実態に応じた「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」を伸ばすために、「個別の教育支援計画」
「個別の指導計画」を全教職員の協働体制の下、作成した。これは、児童生徒一人ひとりを全員で指導・支援していこうとする意図によるもので、毎日の打ち合わ
せ会でもその日の児童生徒の様子を報告し、より望ましい指導・支援についてアイディアを出しあったり、議論や協議を重ねあったりして、日常的に指導・支援の
改善に取組む体制を構築してきた。また、最重要課題として取組んできた「交流及び共同学習」や地域の方々との「交流活動」は、宇部総本校や近隣校の児童生
徒、地域住民との相互理解を促進するだけでなく、、分教室の児童生徒にとって「社会性」を伸ばすためのよい機会となった。
■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
○これまで、児童生徒間のいじめやトラブルなどなく、一年間を過ごすことができた。これは、日々の学校生活の中で児童生徒一人ひとりを大切にし、あいさつや
言葉遣いなどの基本的生活習慣の定着を目指してきたことや、交流及び共同学習、分教室内での異年齢集団による学習活動を通してお互いの立場や相手を尊
重するなど「自他の人権を尊重する態度」について指導を重ねてきた結果によるものと考えられる。また、中学部の生徒からは、「朝の全校放送」について提案が
あるなど「主体的に行動する力」も芽生えつつある。
○「地域貢献・交流活動」は、開設初年度で見通しが立たない中での見切り発車ではあったが、教員間で地域の情報を共有したり、アイデアを出しあったりしなが
ら実現可能な企画を立て、継続的な取組を実践してきた。分教室周辺の地域には、旧桃木小時代からの学校に協力的な風土があり、キウイフルーツの収穫体
験や地域内の店舗での野菜の模擬販売などを行うことができた。
■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
○旧桃木小校区には、桃木小時代に活動していたＰＴＡ育成部が地域の育成部として存続しており、「鯉のぼりの掲揚」「地域内(分教室含む)の花壇づくり」「学校
の除草作業・そうめん流し」「どんと焼き」などの活動を行っている。この育成部との連携を図り、地域との協働体制ができつつある。
○校舎は、比較的新しい建物で快適な学習環境といえるが、手すりがないこと、スロープの数が少ないことなど、バリアフリーな観点からは十分とはいえない。校
地内や校地周辺は自然に恵まれているが、除草や樹木の剪定に労力がかかり、地域の方の協力や宇部総本校高等部の生徒による校外実習に助けられ「安全・
安心な学習環境」を維持している。

５　　次年度への提言
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