
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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習
 

指
 

導

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」を継続する。

②本校作成の「各教科の
目標及び内容・具体的内
容例」を、指導・支援に活
用する。

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・評価する。

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、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概ねでき
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

・交流及び共同学習の実践を重ねる中で、児童生徒の様
子には継続の成果が感じられた。また、中学部は新規に
近隣の中学校との交流を実施することができた。
・担任のみで指導支援に当たらず、分教室の教員全員で
指導支援方法の検討、実践ができた。
・生活に欠かせない言葉や数の学習を予定通り進めるこ
とが難しく、児童生徒が興味を持って意欲的に取り組め
るような教材の開発・工夫が必要である。

・児童生徒個々の特性
に合った教育に頑張っ
ておられると思う。
・感触として得られてい
るであろうと推察する。
評価基準について、具
体的な方策と対応した
ものになるようご検討い
ただきたい（項目を分け
る方がベターかと）。ま
た、「成果」について具
体的に示されたい。

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
活の活性化を図る。

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

4

・児童生徒会活動として委員会活動や給食当番、豊田前
小学校への卒業メッセージ作りや敬老会のビデオレター
撮影などを行った。人数が少ないながらも自分達で配役
を考えたり、司会進行を行ったりするなど、児童生徒が
主体となって活動・運営をすることができた。
・委員会活動や給食当番などでは一人一人の実態に合わ
せて活動を行い、その活動を指導・支援の場として上手
に活用できた。自分達の活動がより良い学校生活に繋が
ることを自覚できないまま取り組んでいた児童生徒もい
たので、事前事後の指導が必要である。

・取組について評価す
る。

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、児童生徒の生活
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、服装や望ましい
言動についての指導・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

・児童生徒の実態に応じた指導支援を日々の生活と結び
付け、様々な場面で望ましい言動について指導支援を
行った。月初めの全校朝会で生活目標を周知し、意識付
けを行ったが、達成状況の振り返りが実施できていな
かったので、振り返りの場を設ける必要がある。また、
児童生徒が自発的に実践できるような場を増やせるとよ
い。

・診断・分析にあるよう
に、今後に向けて取り
組んでもらいたい。

・安心、安全な学校生活の
充実に向けた取組を行う。
・いじめ防止啓発講話を定
期的に行う。
・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行う。

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

・いじめの実態把握のアンケートや日々の様子からはい
じめの事案は見受けられなかった。全教員で日々の情報
交換を行い、不適切な言動を見逃さない体制づくりに努
めた。いじめに発展しそうな発言や言動が見られた際は
すぐに指導を行い、事前に防ぐよう努めた。また児童生
徒の実態から、日常的な衝突を理解し合えない場合があ
るので、その子にあった働き掛けの工夫が必要である。

・取組を評価する。いじ
めが０ということは、解
釈にもよるがあり得ない
と言っても過言ではな
く、事象自体の根絶を
目指すのではなく、他
者を思いやる気持ちの
醸成に努めていただき
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

・日々の連絡会、連絡帳、児童生徒への声掛け等によ
り、情報交換と情報共有に努めた。教員全体で児童生徒
全員の実態を把握し、連携をとって迅速な対応、指導支
援ができた。

・とても大切な要素なの
で、引き続きご尽力を。

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

・ＡＥＤ講習会を計画的に実施することができた。ＡＥ
Ｄの機器が新しくなったこともあり、使い方等全教員で
確認することができた。
・個別の緊急対応マニュアルを、年度初めに保護者・主
治医と意見を合わせて作成し、全教員に周知した。しか
し、訓練については行うことができなかった。来年度は
訓練を実施できるとよい。

・取組を評価する。

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

・各学級の歯磨き指導、小学部高学年の入浴指導、中学
部への性に関する指導など、定期的に保健指導を実施す
ることができた。知識・理解の定着を図るために、来年
度も定期的に実施できるとよい。

・具体的方策と評価基
準の整合性についてご
検討いただきたい。

Ａ

平成 ３1（令和元）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）を生かし、「交流及び共同学習」を推進･充実させていきたい。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に取り組んでいきたい。
■学習指導
○　児童生徒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実態把握を行う現在の体制を継続、充実させる。
○　「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児童生徒一人ひとりに応じて明確にすると共に、事前･事後指導の充実を図る。
○　外部人材の参画による授業や近隣の小・中学校との合同研修会、専門性向上に向けた各種研修会に取り組む。
■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継続、充実させる。
○　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実践を積む。
○　学校生活全般の活性化を図るため、児童生徒が主体的に活動できる場を増やす。
■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意識を高め、具体策を試す。

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
　   ・　児童生徒一人ひとりの課題解決に向けて１２年間を見通し、具体的な指導内容や支援方法を工夫改善し、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充実させ、児童生徒の実態や状況を共通理解するとともに、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り、主体的な態度の育成につなげる。
■　「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・事後指導を丁寧に行い、さらなる充実を図る。
★　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）

５　学校関係者評価

1



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：避難訓練を年間３回、安全点検を１０回以上
実施した。
3：避難訓練を年間３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３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。

4

・毎月の安全点検の担当を変えることで、全教員の視点で実
施することができた。修理が必要な箇所については、事務室
に確認してもらうことで迅速な対応ができた。
・避難訓練を３回行った。昨年度と想定を変更することで、
様々な場合での訓練を実施できた。また、共同学習時の対応
として、宇部本校と連携を取り、分教室在籍の児童生徒の引
き渡しカード（本校用）を作成した。
・地域の方々がグラウンドの整備（除草や刈り払い）を夏場に
ほぼ毎日してくださり、大変ありがたく、頭の下がる思いだっ
た。

・取組を評価する。

Ａ

校内教育相談
体制の充実

　

日々の連絡会、月に一度
の職員会議の際に、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

・特別なことがない限り、毎日の連絡会で情報交換を
行った。児童生徒一人一人の状況、成長や課題を、複数
の教員の目で観察することで詳しく確認できた。児童生
徒理解と指導支援の改善に役立った。また、情報の共有
が全校体制での一貫した指導支援につながった。

・優れた取組として評価す
る。情報共有は大切と言い
古されているが、それでいて
難しいもので、日々確実にさ
れていることに対して高く評
価する。

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年間３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

・関係機関との定期的な相談会の開催については、児童
生徒の実態や必要性によって差があった。総合相談セン
ターみね、あそかの園、宇部本校、保護者、市の児童福
祉課等と情報を共有したり、ケース会議を開いたりし
て、連携に努めた。また、教員が医療機関や他の療育機
関等に出向いて、見学をしたり情報を得たりした。
・保護者とは、連絡帳や電話連絡を通して、ほぼ毎日情
報の共有を図った。

・分析にある通り、更な
る充実に努められた
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

・学習や各種の活動の展開において、児童生徒に向けて
卒業後を常に意識した指導支援に努めた。保護者会等で
進学、進路についての話し合いの場を設け、必要に応じ
て情報提供を行ったが、進路便りの発行や進路指導懇談
会は実施していない。分教室独自で視察をしたり、研修
会を開いたりできればよかった。

・更なる充実を期待す
る。

Ｂ

校
務
運
営

学校行事の改
善

　

行事毎に実施後の反省・
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。
3：７つの行事について検討を行った。
2：４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

・行事毎に児童生徒一人一人の目標設定と事前事後指
導、振り返りを行い、全教員で検討した。次年度への引
継ぎが円滑にできるようにした。

・取組を評価する。

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、内容を検討する。
　

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。

3

・豊田前小、大嶺小、大嶺中、於福小、長門分教室、市
内支援学級と交流に取り組んだ。参加児童生徒一人一人
のねらいや振り返りを記録に残し、事前事後の検討も毎
回十分になされた。
・豊田前小とは米作り、水泳、合同運動会、芋掘り、盆
踊り、障害者スポーツ体験など11回ほど交流を実施し
た。事前に個別目標を設定し、実態・発達段階に応じて
多様な活動に落ち着いて参加することができた。事前指
導は充実していたが事後指導には課題が残る。（小学
部）
・昨年度まで交流を行っていた中学校が閉校となり、新
規に地域の中学校の特別支援学級と交流を始めることが
できた。手探り状態であるので目的を達成するまでには
至っていない。（中学部）

・取組を概ね評価する。
「交流の目的」とは交流
すること自体を指す
か？

Ｂ

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、内容を検討する。

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

・児童生徒はスムーズに本校の友達とふれ合い、関係を
深めることができた。本校の教員と連絡を密にし、同級
生とのかかわりをさらに充実させるような活動ができる
とよかった。
・事前事後の指導の時間が十分に取れないことがあっ
た。また、本校教員との連絡が不十分なことがあった。
・共同学習時の目標が明確（具体的）でなかったことが
あるので、来年度はその点を改善したい。

・分析にある課題の克
服に注力されたい。

Ｂ

①地域との交流を行う。
②事前・事後指導の時間
を設け、内容を検討する。
③地域貢献に積極的に取
り組む。

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。 3

・月一回のグラウンドゴルフ交流会をはじめ、花の苗植
えや梅干し作り、環境整備作業やどんど焼き集会など、
年間を通して地域交流を十分に実施することができた。
地域の方々から献身的な協力を頂くとともに、普段から
児童生徒に励ましの声をかけてもらえた。児童生徒も自
然にかかわることができた。
・地域貢献として清掃活動等を積極的に行った。（中学
部）
・事前事後指導ができていない時もあったように思う。
地域貢献がもう少しできるとよい。

・学校の特性を生かして
更なる取組の充実を図ら
れたい。

Ｂ

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半期に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

・毎月のホームページの更新と「もものきだより」の発
行ができ、学校行事の様子やお知らせなどの情報を発信
することができた。年度途中からは新たに豊田前地区に
も配布を始め、地域への情報発信がより充実し始めてい
る。各学級では毎日の連絡帳記入と毎週の学級通信発行
を行い、保護者との連携強化と情報共有に努めた。
・学校紹介PVの今年度Ver.を作成し、地域の文化祭、う
べそうまつり、県特別支援学校作品展等で披露した。好
評だった。

十分な取組であると評価
する。

Ａ

・校内研修日には、指導支援計画や児童生徒の実態や変
容を全員で検討したが、それ以外の研修は積極的に企画
できなかった。外部の研修会への参加も少なかったが、
小学部の教員は豊田前小学校の授業研究会に数回参加し
た。宇部本校の研修会には、時間の都合が合わず、出席
できないことがあった。

3
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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、教職員の意欲や専門
性を高める。

開
か
れ
た
学
校
づ
く
り

Ｂ

・学校種の特質や最近
の動向も踏まえた取組
の充実を期待する。

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。
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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
ウィークを設定する。
・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。

3

・個人差はあるものの、トータルして年間２/３以上の
週でノー残業デー（超過時間３０分以内）が実施でき
た。会議を月一回の定例職員会議、研究日以外に設けな
かった。ただし、毎日の連絡会（３０分以内）は必要上
実施した。長期休業中には超過勤務がない。
・年度始め、年度末には勤務超過時間が増えるが、２学
期制の実施により処理する文書量は減った。分教室の特
性上、一人がいくつもの校務分掌を兼任するので、一人
当たりの仕事量は多い。

・業務の効率化を図る
意味で、業務のメリハリ
を考えて欲しい。スタッ
フの寡少の問題は内部
だけでの解決に終始す
ることなく、課題として
発信していって欲しい。 Ｂ

７　次年度への改善策
・校内研修と連動し、新学習指導要領の考え方を取り入れた授業改善を進める。
・「交流及び共同学習」の取組の精選と、事前事後指導の充実（個々に応じた目標の具体化とそのための実践）を図る。
・特別活動において、児童生徒の自主的・自発的な取組を進める。そのための教師の指導支援の在り方を模索する。
・家庭や関係諸機関と定期的に情報交換や相談する場を設け、児童生徒の汎化能力の伸長を図る。
・保護者と一緒に美祢地域、宇部本校卒業生の進路状況の情報を共有する場を設定する。
・学校評価書の内容（重点目標・具体的方策と評価基準の関連性、評価基準の内容等）について改善を図る。

６　学校評価総括（取組の成果と課題）

【成果】
　
■学習指導
○交流及び共同学習を核にした取組を通し、個人差はあるものの、どの児童生徒にも社会性やコミュニケーション能力の伸長が感じられた。
○学部や担当にとらわれず全ての教員が情報を共有しながら、効果的な指導支援方法の検討や実践に取り組んだ。
■生活指導
○児童生徒の間に、いじめや大きなトラブルがなく、スムーズに学校生活を送ることができた。
○児童生徒の話し合いやかかわり合いが生まれる場を設け、その経験を重ねることで、連帯感や自分達で学校生活を作り出そうという雰囲気が少しずつ出てきたように感じる。
○日々の情報交換を通して、児童生徒の実態を複数の教員の目で多面的に把握し、指導支援の充実に役立てることができた。
■分掌等
○半数の教員が入れ替わったが、必要に応じてコミュニケーションを取り合い、役割を分担しながら前向きに学校運営に取り組むことができた。
〇地域交流担当者に限らず、全教員が積極的に地域や関係者の方々と関係を深めることができた。

　
【課題】

■学習指導
○読み書き計算、コミュニケーション、運動機能等、生活に欠かせない内容の学習を身に付けるための授業改善、より効果的な指導支援の在り方の検討。
○交流及び共同学習の精選、事後指導の充実とPDCAサイクルの検討。
■生活指導
○学校でできている適切な言動が、時と場が変わってもできるような社会性・汎用性の伸長。
〇自ら進んで行動を起こそうとする自発性や活動に取り組もうとする自主性の高揚。
■分掌等
○関係機関と連携した情報交換、情報共有の積極的な推進。また、機会の定期的な設定。
○保護者に対する進路関連情報の提供や研修の機会の設定。
○教員一人当たりの仕事量の平均化や削減につながる組織編制や運営。
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