
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
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児童生徒及び
分教室の実態
に応じた効果的
な指導・支援の
展開

　

 

①地域の小・中学校や宇
部本校との「交流及び共同
学習」を積み重ねる。

②本校作成の「各教科の
目標及び内容・具体的内
容例」を活用し、指導・支援
に活かす。

③一人ひとりの課題解決
に向けて具体的な支援方
法や指導内容を工夫・改
善し、ＰＤＣＡサイクルで実
践する。

4：①～③が充実し、児童生徒の実態に即した
効果的な指導・支援を展開することが十分にで
きた。

3：①～③が充実し、概ね児童生徒の実態に即
した効果的な指導・支援を展開することができ
た。

2：①～③を行い、児童生徒の実態に即した効
果的な指導・支援の検討を行ったが、授業実
践に活かすことまでには至らなかった。

1：児童生徒の実態に即した効果的な指導・支
援を展開することができなかった。

3

・日々の情報交換や全校体制によるかかわりにより、全児童生徒の
実態を細かに把握し、その実態に即した指導・支援が実施できた。
また、各取組についてＰＤＣＡサイクルを行ったことで、児童生徒が
様々な活動に落ち着いて、且つ積極的に参加する姿が見られた。
（小学部）宇部本校との共同学習では、各校の児童の実態に合わせ
た学習形態を取ることができ、特に学習発表会では、児童一人ひと
りが持てる力を十分に発揮できた。また、個々の課題解決に向け
て、指導内容や教材教具の工夫・改善を行った結果、自主的に取り
組む姿が見られるようになった。
（中学部）読み・書き・計算等、国語や数学に関する教科学習を、事
前の計画通りに進めることができなかった。指導・支援の工夫と、計
画の見直しが必要である。

・指導・支援の充実に向
けて、ＰＤＣＡサイクルを
しっかり行ってもらいた
い。

Ｂ

児童生徒会活
動の活性化

　

学校生活をよりよくしようと
する主体的で全校的な取
組を児童生徒と相談・工夫
しながら実践し、学校生活
の向上を図る。

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。

4

・委員会活動や給食当番、昼休みの活動や各種の集会などに児童
生徒一人ひとりが自分の仕事に責任を持って取り組むことができ
た。また、その中で児童生徒の主体的な姿が見られる場面が多かっ
た。昨年度に比べ児童生徒の活動の量や幅が増えたり広がったりし
たように感じられる。

・児童生徒の自主的・
主体的な取組を推進し
てもらいたい。 Ａ

社会生活におけ
るルールやマ
ナーの確立

・毎月の生活目標を設定・
提示し、児童生徒の意識
の向上を図る。
・学級活動や一斉指導の
場面において、児童生徒
の実態に即したあいさつや
言葉遣い、服装や生活態
度についての指導・支援を
行う。

4：毎日指導・支援を行った。
3：週に３回程度指導・支援を行った。
2：週に１回程度指導・支援を行った。
1：月に１回程度指導・支援を行った。

4

・毎月の全校朝会で生活目標を発表し、意識付けを行った。また、
日々の生活においても、言葉遣いや挨拶、声の大きさや時間の使い
方など、児童生徒の実態に即した目標を設定し、共通理解の元、一
丸となって指導に取り組むことができた。指導内容の定着までには
至っていないが、指導内容を意識したり、自分なりに工夫したりしよう
とする様子が見られ始めた。

・指導内容の定着を目
指し、引き続き密な情
報交換行い、継続的な
指導支援に取り組んで
もらいたい。 Ａ

・児童生徒の学校生活充
実に向けた取組を行う。
・いじめ防止啓発講話を定
期的に実施する。
・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)
・いじめの実態把握に関す
るアンケート調査を実施す
る。

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。

4

・いじめだとはっきりしたものはないが、教員に指導されている児童
を見てにやにやする等、いじめに繋がる恐れのある行動が見られ
た。教員全体で共通認識を図り、見つけた際はすぐに指導をしてい
る。
・保護者や関係機関、連絡会等で情報交換を密に行っており、様々
な方面から児童生徒の実態把握をすることで、小さな変化や変容に
分教室全体で対応することができた。

・いじめ（いじめと思わ
れる事象含む）の早期
発見・早期対応に努め
てもらいたい。

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

・家庭とは主に連絡帳を活用した情報交換を行った。年度当初に比
べ、徐々に家庭からの情報提供が減っているケースもあるが、必要
に応じて電話連絡等している。また、校内では情報交換を頻繫に行
い、全校体制で児童生徒の実態把握と指導・支援に取り組むことが
できた。

・今後も家庭との連携を
密に取ってもらいたい。

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
　

・ＡＥＤ等の講習会を受講
する。
・個別の緊急対応マニュア
ルの作成と訓練を行う。

4：計画的に実施し、十分な成果が得られた。
3：計画的に実施し、概ね成果が得られた。
2：計画的に実施したが、あまり成果が得られ
なかった。
1：計画的に実施できなかった。

3

・ことばの教室の指導員も一緒にAED講習会を受講した。
・個別の緊急対応マニュアルについては、保護者や主治医と協議し
ながら作成し、教員全体に周知することができた。しかし、訓練につ
いては実施できなかったため、来年度は実施できるよう、計画してい
きたい。

・個別の緊急対応マ
ニュアルに則った訓練
は必ず実施してもらい
たい。 Ｂ

保健指導（心身
の健康、性に関
する教育）の充
実

・学校保健計画、性に関す
る教育年間計画に基づき、
継続的・系統的な支援を行
うため、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）以上実施した。
3：年間２回実施した。
2：年間１回実施した。
1：実施できなかった。 4

・性教育、保健指導ともに中学部と小学部４・５年生に向けて実施す
ることができた。歯磨き指導は、学期に１回を目標にしていたが、２
学期は実施できなかった。性教育については、中学部を中心に行っ
た。来年度は児童の発達段階を考慮した保健指導を工夫していきた
い。

・性教育は必要である。
今後も継続指導をお願
いする。

Ａ

安全管理（施
設・設備）の推
進及び避難訓
練の充実

　

・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。
・各種避難訓練（地震、火
災、防犯）を実施する。

4：避難訓練を各学期に１回、安全点検を１０回
以上実施した。
3：避難訓練を各学期に１回、安全点検を７回
程度実施した。
2：避難訓練を年間２回、安全点検を学期に１
回実施した。
1：避難訓練と安全点検の実施ができなかっ
た。

3

・年間計画に従い、月１回の安全点検を実施した。複数の目で点検
できるようローテンションを組んで実施したり、保護者の目で実施し
たりした。教員の危機管理意識の向上に努めた。補修箇所があれ
ば、速やかに関係部署に連絡し、対応を依頼した。
・各学期に１回、避難訓練を実施した。内容を年ごとに少しずつ変化
させている。今年度の火災避難訓練では、休憩時間を想定して行っ
た。児童生徒はこれまでの訓練の成果を発揮し、安全に避難でき
た。今後も様々な場面を想定して計画していきたい。

・各種避難訓練は大切
である。今後も様々な
場面を想定した訓練を
実施し、児童生徒の安
心・安全な学校生活に
つなげてもらいたい。 Ｂ

平成 ３０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( 　大野　浩光　 ）

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・中学部の連携によるキャリア教育を推進する。
◆　美祢地域における特別支援教育の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。
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いじめの防止

　

◎地域の特性（地域の学校への関心の高まり、地域の小･中学校との連携）を最大限に生かし、「交流及び共同学習」を推進･発展させていきたい。また、その取組の中で、児童生
徒一人ひとりの実態に応じた指導･支援の工夫改善、授業力の向上や授業改善に向けた教職員研修の充実に取り組んでいきたい。
■学習指導
○　一人ひとりの実態に応じた指導･支援の充実に向けて、日常的な情報交換や協議を行う現在の体制を維持する。
○　「交流及び共同学習」や地域との交流活動の目的やねらいを明確にすると共に、事前･事後指導の充実を図る。
○　外部人材の参画による授業改善や専門性向上に向けた各種研修会を積極的に開催する。
■生活指導
○　全校体制で児童生徒の実態把握と指導･支援に取り組むための現在の体制を維持する。
○　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すると共に、いじめや人権に関する授業に取り組む。
○　児童生徒主体による学校生活の活性化を図る。
■分掌等
○　１２年間を見通したキャリア教育を推進する。
○　分教室全体で組織的に業務改善に取り組む体制を構築する。

４　自己評価

■　卒業後の視点を大切にしたカリキュラムマネジメント
　   ・　一人ひとりの課題解決に向けて、具体的な支援方法や指導内容を工夫・改善し、実践する。
　   ・　地域の小中学校や宇部本校との「交流及び共同学習」や地域交流に取り組み、コミュニケーション能力や社会性の伸長を図る。
■　「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
     ・　日常的な情報交換や協議を行う体制を整え、児童生徒の実態や状況を把握するとともに、分教室全体で一人ひとりに対応する。
     ・　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する。
     ・　児童生徒会活動の活性化を図る。
■　「地域貢献・交流活動」のさらなる推進
     ・　地域や交流校との連携体制を構築するとともに、各取組の事前・事後指導の充実を図る。
★　チャレンジ目標：「あいさつ・挑戦・チームみねぶん」

３　本年度の重点目標

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）

1



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

・連絡会を活用し、児童生徒の様子や家庭状況等の情報共有を行
い、全校体制で児童生徒に対する具体的な指導・支援の共通認識
を図ることができた。

・引き続き情報交換を
密に行ってもらいたい。

Ａ

関係機関とのつ
ながりを大切に
した相談支援の
推進

・関係機関に関する情報提
供を行う。
・保護者や関係機関と連携
した相談支援を行う。

4：保護者や関係機関と常に情報を共有した
り、関係機関を積極的に活用（含情報提供）し
たりして、相談支援を行うことができた。
3：保護者や関係機関と学期に１回以上情報を
共有したり、関係機関を積極的に活用（含情報
提供）したりして、相談支援を行うことができ
た。
2：保護者や関係機関と年に数回程度情報を
共有したり、関係機関を活用（含情報提供）し
たりして、相談支援を行った。
1：情報の共有や関係機関の活用（含情報発
信）ができなかった。

3

・保護者とは、連絡帳等を通して、日々の様子等の情報を共有する
ことができた。また、関係機関を交えたケース会議を学期に1回程度
開催することができた。さらに、児童が利用している関係機関に見学
に行ったり、学校の様子を参観してもらったりするなど、実際の活動
の様子をお互い見聞きすることができた。
・今年度は、地域の小・中学校と合同研修会を実施し、通常の学校
における特別支援教育の在り方やＵＤの取組について研修を深め
た。
・来年度は、福祉に関する情報提供を積極的に行いたい。

・福祉に関する情報提
供をお願いしたい。

Ｂ

進

路

指

導

キャリア教育の
視点をふまえた
進路指導の推
進・充実

・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。
・キャリア教育年間計画を
作成し、個別の指導支援
に活かす。

4：適切な情報提供や進路指導、キャリア教育
の視点に基づいた指導支援を行うことができ
た。
3：概ね、適切な情報提供や進路指導、キャリ
ア教育の視点に基づいた指導支援を行ことが
できた。
2：情報提供や進路指導、キャリア教育の視点
に基づいた指導支援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、キャリア教育の視点
に基づいた指導支援を行うことができなかっ
た。

3

・全教員が、キャリア教育の視点を持って指導・支援にあたることが
できた。今後は、保護者と児童生徒の将来像について共通理解して
いきたい。
（中学部）宇部本校の授業「ようこそ先輩」に参加し、自分の将来に
ついて考えを深めることができた。日頃の学校生活においても、卒
業後や社会に出た時のことについて話題を提供したり、話をしたりす
る場を設けた。
・宇部本校と連携し、進路に関する情報提供を学期に1回程度行い
たい。

・宇部本校と連携し、進
路に関する情報共有や
合同授業に取り組んで
もらいたい。

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
次年度に活かす。

4：１０以上の行事について検討を行った。
3：８つの行事について検討を行った。
2：５つの行事について検討を行った。
1：行事の検討はできなかった。

4

・各行事の実施要項に、全体と個人の目標と振り返り項目を設定し、
事前の検討や振り返りを行った。また、担当者を変更し、新しい視点
を生かした取組を試みた。来年度は、児童生徒のその時々の実態
に合わせて、行事の継続又は改善、縮小もしくは削減を検討した
い。

・各行事について児童
生徒の実態に応じて検
討することは大切であ
る。引き続きお願いした
い。

Ａ

①地域の学校との交流に
取り組む。
②事前・事後指導の時間
を設け、内容を充実させ
る。
　

4：①・②が充実し、交流の目的を十分達成す
ることができた。
3：①・②が充実し、概ね交流の目的を達成す
ることができた。
2：①・②を行ったが、交流の目的を達成するま
でには至らなかった。
1：一度も行っていない。

4

（小）事前事後指導の徹底や、個人目標を設定して取り組むことで、
充実した活動ができた。児童同士のかかわりは見られるが、発達段
階に応じて、教師の支援が必要なこともあった。
（中）今年度末で閉校する豊田前中との交流を学期に１回以上行
い、相互理解や活動への共有感が高まった。行き帰りに自転車を使
い、交通安全指導も併せて実施できた。豊田前小へ清掃の仕方を
紹介に行き、作業学習の発展的な活動ができた。
（合）萩総合支援学校長門分教室との交流活動に初めて取り組み、
交流の幅を広げることができた。

・他校との交流は子ども
たちにとって大切な取
組である。今後も引き
続き交流を行い、児童
生徒の社会性やコミュ
ニケーション能力の伸
長を目指してもらいた
い。

Ａ

①宇部総本校との共同学
習に取り組む。
②事前・事後指導の時間
を設け、内容を充実させ
る。

4：①・②が充実し、共同学習の目的を十分達
成することができた。
3：①・②が充実し、概ね共同学習の目的を達
成することができた。
2：①・②を行ったが、共同学習の目的を達成
するまでには至らなかった。
1：一度も行っていない。

3

（小）行事の時のみの参加になっていたため、もう少し普段の授業の
中で参加ができると、児童同士の関わりが深くなったのではと思う。
行事へは充実した取組ができたが、学級生単ではこちらの児童の状
態や引率体制の問題もあり、十分な活動ができなかった。
（中）月２回以上、宇部本校との共同学習に取り組んだ。２年生は、
宿泊学習に参加した。通常の授業をはじめ、運動会や宇部総まつり
等の各種行事にも協力して取り組み、大きな成果が感じられた。

・児童生徒の実態に応
じて、可能な範囲で行っ
てもらいたい。

Ｂ

①地域との交流を行う。
②事前・事後指導の時間
を設け、内容を充実させ
る。
③地域貢献を積極的に推
進する。

4：①～③が充実し、地域交流・地域貢献の目
的を十分達成することができた。
3：①～③が充実し、概ね地域交流・地域貢献
の目的を達成することができた。
2：①～③を行ったが、地域交流・地域貢献の
目的を達成するまでには至らなかった。
1：一度も行っていない。

4

・各種の行事や授業を通して、月に数回地域の方々と一緒に活動
し、交流が深まった。児童生徒の顔と名前を覚えていただくと共に、
成長を喜んでいただくことがあり、双方向の充実した取り組みとなっ
た。今年度は、地域の方々を講師に招いた授業を複数回行い、社会
性やコミュニケーション能力の伸長が感じられた。
・中学部は学期に２回程度の地域貢献（道路沿いの掃除など）を
行った。

・地域連携をさらに推進し
てもらいたい。

Ａ

保護者・地域へ
の情報発信の
充実

・ホームページや分教室通
信等を通して積極的な情
報発信を行う。

4：ホームページや分教室通信等で積極的に月
1回以上情報発信できた。
3：ホームページや分教室通信等で2ヶ月に1回
程度情報発信できた。
2：ホームページや分教室通信等で学期に１回
程度情報発信できた。
1：学校の情報を提供できなかった。

4

・月に1回、学校だよりの発行とホームページの更新を行い、分教室
の取組を積極的に発信した。地域からは、「学校だよりの字を大きく
してもらいたい。除草作業の日時については、別プリントで配布して
もらいたい」などの要望が寄せられるなど、分教室への関心は高い。
今年度は、参加要請した全ての行事に、地域の方々の参加があっ
た。

・今後も積極的に情報
発信してもらいたい。

Ａ

業
務
改
善

教員の時間外
勤務の縮減とメ
ンタルヘルスの
改善

・ノー残業デーとノー会議
デーを設定する。
・業務時間記録表を振り返
り、その結果を分掌業務の
平均化に活かす。
　

4：ほとんど全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で実施できた。
1：年間の週の半分も実施できなかった。 2

・週１回のノー残業デーと毎週水曜日をノー会議デーに設定した。
ノー残業デーについては、未達成の週が多く、また、分掌業務では、
担当者の変更や複数体制で取り組む等の手立てを行ったが、業務
時間の大幅な削減には至っていない。しかし、時間外業務時間が月
に４５時間以上ののべ人数が、昨年度と比べて半減した。今後、メリ
ハリのある働き方について、教員一人ひとりの意識を高め、実践に
つなげたい。

・教員の業務分担を具
体的に進めてもらいた
い。

Ｃ

地域交流や地
域貢献への意
欲的な取組

研
修

教職員の専門
性・資質の向上
を目指した校内
研修の充実
　

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。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

４　　学校評価総括（取組の成果と課題）

【成果】
　「チームみねぶん」を合言葉に、児童生徒と教職員が一丸となり、日々の学校生活や様々な行事に取り組んだ。また、教員5名という小集団の強みを生かし、チームワークとフットワーク、ネットワークを最大
限に生かした取組を展開することができた。
■学習指導
○　ほぼ毎日行う連絡会を活用し、全教員で児童生徒の実態把握や指導・支援方法の研修を深めることができた。特に、キャリア教育の視点を取り入れた指導・支援について、教員間で共通理解・共通認識
し、取り組むことができた。
○　昨年度の振り返りから、「交流及び共同学習」の精選を行い、また、各取組の目標やねらいを明確にして行った結果、分教室での学習活動にじっくりと取り組めたとともに、児童生徒の実態に即した指導・
支援を行うことができた。地域や地域の小・中学校との交流では、社会性やコミュニケーションを学ぶ良い機会を得ることができ、地域に根差した分教室としての意識が更に深まってきた。
○　地域の方を講師に招いた授業実践では、児童生徒の学習意欲や社会性、コミュニケーション能力の向上に成果が見られた。また、地域の小・中学校と特別支援教育や道徳に関する合同研修会を行った。
この経験をお互いの授業力や指導力の向上につなげたい。
■生活指導
○　道徳の授業や学校生活全般を通じて、児童生徒のその時々の課題に応じた取組や指導支援を展開することができた。
○　委員会活動や給食当番などに、児童生徒が主体的に取り組み、学校に活気が出てきた。
■分掌等
○　キャリア教育に関する授業実践や研修、情報交換等を通して、教員一人ひとりのキャリア教育に関する知識を深めた。そして、児童生徒一人ひとりの実態に即した指導・支援に生かすことができた。

【課題】
■学習指導
○　「交流及び共同学習」も４年目を終えるに当たり、概ね年間を通じての教育活動の形が固まってきた。この基本の形に従いつつ、毎年新しいアイディアや工夫を導入して、活動に深まりや広がりをもたせる
ようにしたい。
○　近隣中学校の閉校に伴い、中学部の交流先を検討する必要がある。
■生徒指導
○　いじめや人権に関する授業のさらなる推進を図りたい。
■分掌等
○　地域の小・中学校との合同研修会をさらに推進し、専門性の向上や授業力、生徒指導力の向上を図りたい。

教

育

相

談

Ｂ

・参加率100パーセント
を目指して、専門性の
向上に努めてもらいた
い。

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。

・分教室の課題に応じた研修会を開催できた。
・今年度は、地域の小・中学校との合同研修会を複数回行い、特別
支援教育に関する知識を深めるとともに、通常の学級の様子を知る
ことができ、見識を深めることができた。
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◎地域に根ざした「交流及び共同学習」の展開・推進をとおして、障害のある児童生徒の自立と社会参加に向けて、社会性やコミュニケーション能力の育成・伸長を図る。また、地域人材・地域資源を活用した
教育活動を展開し、児童生徒の豊かな体験や学びにつなげるとともに、地域連携の充実・促進を図る。

■学習指導
○　一人ひとりの実態に応じた指導･支援の充実に向けて、日常的な情報交換や協議を行う現在の体制を維持する。
○　各取組のＰＤＣＡサイクルを徹底する。
○　専門性や指導力・授業力の向上に向けて、研修の充実を図る。ＩＣＴを活用した授業に取り組む。

■生活指導
○　全校体制で児童生徒の実態把握と指導･支援に取り組むための現在の体制を維持する。
○　いじめの未然防止に向けた具体的取組を推進する。
○　「地域貢献」活動を継続・発展させ、児童生徒の自己有用感・達成感を高める。
○　児童生徒主体による学校生活の活性化を図る。

■分掌等
○　協働体制の強化と働き方改革を推進する。
○　安心・安全な学習環境の推進と各種訓練の実施を徹底する。

５　次年度への提言
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