
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）

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

平成２０年度　山口県立山口南総合支援学校　下関分校　学校評価書　　　校長（三輪 研一郎）

教育目標
障害のある幼児児童生徒一人ひとりの立場に立った教育を行い、豊かな人間性を培い、自立・社会参加できる人間を育成する。



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

【開かれた学校づくり】
・学校情報の公開
・情報発信の充実を図
る

・学校ホームページを随
時（学期１回以上）更新す
る。
・学校だより、学級通信、
保健だより等を通して保
護者・地域へ情報を発信
する。

４：確実な情報発信がなされ、保護
者・地域への学校情報の周知率は１
００％
３：情報発信は実施したが、保護者・
地域への学校情報の周知率は６０％
程度
２：情報発信は実施したが、保護者・
地域への学校情報の周知率は５０％
以下
１：情報発信が不十分で、保護者・地
域へ学校情報は周知されていなかっ
た。

3

　校名変更に伴い、全職員で共通理解を図りながら、学
校ホームページの全面改定を実施した。月１回の学校だ
よりと保健だよりの発行、全学級の学級通信の発行によ
り、保護者からは、「毎回楽しみにしている」とのよい評価
を得た。育友会専用の掲示板を整備し、本校だけでなく、
他の特別支援学校のＰＴＡ会報や関係機関の情報等を
掲示して情報発信に努めた。保護者への発信は、成果
があったが、地域への校名の周知や、情報発信について
は、まだまだ不足している。

【校内組織】
・校内組織の効率的な
運用

・各学部・各分掌会議を
計画的に開催し、共通理
解のもと一貫した指導を
充実する。

４：効率よく会議が運営され、共通理
解のもと一貫した指導ができた。
３：定期的に会議が開催され共通理
解はできたが、一貫した指導は不十
分であった。
２：会議は開催されたが、共通理解に
はいたらず、一貫した指導ができな
かった。
１：会議が開催されず、共通理解も一
貫した指導もできなかった。

3

　昨年度末の分掌組織の見直しにより、一役一人の原則
で業務を担い、分掌課長が起案文書には目をとおす等
の改善を図った。分掌によっては、定期でないときにも、
話し合いがもたれ、共通理解が図れた。しかし、学部会
は、共通理解するまでには、会議の時間が不足気味で
あった。　学部や分掌によるばらつきもあり、共通理解し
て一貫した指導が十分できたとは言えなかった。昨年度
にくらべれば、やや組織として機能してきた感じはある。

【チャレンジ目標】
・チャレンジ目標達成
のための支援の実施

・校内掲示や全校集会、
通信等でのチャレンジ目
標の周知活動を継続的に
実施する。
・チャレンジ目標が具体
的にめざす姿を子どもた
ちに考えさせ、教職員に
よる率先垂範と即時指導
を行う。

４：チャレンジ目標の周知がなされ、
全教職員による指導ができ、幼児児
童生徒によい変容がみられた。
３：チャレンジ目標の周知がなされ、
教職員による指導がほぼできた。
２：チャレンジ目標の周知はなされた
が、教職員による指導は不十分で
あった。
１：チャレンジ目標の周知も指導もで
きず、幼児児童生徒の変容はなかっ
た。

2

　校内掲示や集会等での継続的な周知活動により、チャ
レンジ目標は子どもたちにも、保護者にも理解されたが、
具体的にめざす姿が実践できたかというと評価が低かっ
た。教職員の指導については、全員が同じ歩調で、年間
通して実施できたかというと自信がない。今後は、より具
体的なチャレンジ目標の設定が課題である。

学
校
運
営

・毎月送付してもらってい
る学校だよりや学級通
信、保健だより等で、学
校の様子がよくわかる。
・ホームページも改訂さ
れて見やすくなった。学
校紹介ビデオも来年度
用に作成されており、情
報発信によく努めてい
る。
・地域への取り組みも今
ぐらいで十分であると思
う。今後は、学校サポー
トボランティアのような形
で地域の方のご協力を
お願いしてみるとよい。



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

【基本的な生活習慣】
・基本的な生活習慣の
体得のための支援の
実施

・年齢・実態に応じて、体
得したい基本的な生活習
慣の項目立てをし、家庭
と連携して支援を進める。

４：項目を立てて、基本的生活習慣を
体得することができた。
３：基本的生活習慣を体得することが
ほぼできた。
２：基本的生活習慣を体得することが
あまりできなかった。
１：基本的生活習慣を体得することが
全くできなかった。

3

　“好き嫌いせず給食を残さず食べる”“あいさつをきちん
とする”“情緒が安定し生活リズムを整える”など幼児の
成長・実態に合った目標を立て、全教員にも共通理解を
図り支援をしていったが、保護者が十分満足するように
目標達成できなかったところがある。「個別の教育支援計
画」や「個別の指導計画」をもとに長い目で見た子どもの
成長が大切であることを保護者に伝え、引き続き家庭と
連携して支援していく必要がある。

【言語習得】
・言語習得するための
支援

・実態に応じて絵日記や
しおり等を活用した事前
事後指導により、経験を
ことばにして定着させる。

４：生活経験をことばにして定着させ
ることに効果がみられた。
３：生活経験をことばにして定着させ
ることにやや効果がみられた。
２：生活経験をことばにして定着させ
ることにあまり効果がみられなかっ
た。
１：生活経験をことばにして定着させ
ることに効果がみられなかった。

4

　実態に応じたしおり等を作成し、事前事後指導を充実
することができた。うれしさ・楽しさ・悔しさ・驚きなど感動
体験をとらえて絵日記に活用してタイムリーな指導を心が
け、生きたことばとして子どもがとらえることができた。保
護者から、合同保育の目的等わかりにくいという意見もあ
るので、子ども同士がやり取りすることの大切さを話して
理解を図り、習得した言葉をいろいろな場面の中で使っ
ていけるよう支援していく。

【交流及び共同学習】
・交流及び共同学習
の計画的な実施

・生活経験を豊かにし、社
会性を培うために、交流
及び共同学習を計画的に
実施する。

４：計画的な実施により、交流時の保
育を楽しみ、他の幼児と積極的にか
かわることができた。
３：計画的な実施により、交流時の保
育を楽しみ、他の幼児とかかわること
ができた
２：計画的な実施をしたが、により、交
流時の保育を楽しみ、他の幼児と積
極的にかかわることができた。
１：計画的な実施をしたが、交流時の
保育をあまり楽しめず、他の幼児とか
かわることができなかった。

3

　少人数では、経験できない遊びや集団遊びを楽しむこ
とができたが、学校間交流の自由遊びの時は、下関分校
の子ども同士で活動することが多かった。教員が仲立ち
となり、交流園の子どもと接する機会を設定し一緒に活
動する喜びを体験させていくことが必要。居住地園交流
は、予定通り実施した。ケースによっては、交流園の行事
に参加させてもらうなど、予定回数以上の交流が実施で
きた。今後も交流園との打ち合わせにより、交流時の事
前事後指導を充実させ、交流園の子どもとの活動を楽し
み自主的な活動ができるようにする。

Ｂ

・基本的な生活習慣・
言語習得に関しては、
家庭と同じ歩調での指
導が必要であろう。保
護者と教職員の評価
の違いが気になる、日
頃のコミュニケーション
を気軽に行って親の
期待にこたえるところ
までは引き上げてほし
い。

幼
稚
部



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

・学習進度を見据えて一
人ひとりにあった課題で
朝学を実施する。

４：毎日課題を継続して行い基礎基本
の定着に効果がみられた。
３：毎日課題を継続して行い基礎基本
の定着にやや効果がみられた。
２：毎日課題を継続して行ったが、基
礎基本の定着にあまり効果がみられ
なかった。
１：毎日課題を継続して行ったが、基
礎基本の定着に効果がみられなかっ
た。

3

　低学年では国語科・算数科の復習を行い学年相応の
計算力や漢字の読み書きができるようになってきている。
高学年では朝学で百マス計算に取り組み、早く計算する
力が高まるとともに、集中して課題に取り組む姿勢が見ら
れるようになった。また学習進度や個人の課題に合わせ
て漢字や計算の問題に取り組むようにしたことで、苦手な
分野の克服にも役立っている。

・一人ひとりに応じた学習
内容の習得に向け、体験
的活動やふり返りの時間
確保をしたり、学習形態
を工夫する。

４：学習活動や学習形態の工夫を行
い、学習内容の定着に効果があっ
た。
３：学習活動や学習形態の工夫を行
い、学習内容の定着にやや効果が
あった
２：学習活動や学習形態の工夫を
行ったが、、学習内容の定着にあまり
効果がみられなかった。
１：学習活動や学習形態の工夫を
行ったが、、学習内容の定着がみら
れなかった。

3

　授業においては、１単位時間や単元ごとにまとめや振り
返りの時間をできるだけ設定し単元テストに向けての習
熟を図った。また、ことばや数の概念の習得に向けて動
作化や具体物の操作も意識して取り入れた。しかし単元
テストの結果が思わしくないものもあり指導時間数の工
夫が必要である。学習形態については５，６年合同の学
習を設定したり算数科では個人の課題に応じて個別学習
をしたりして工夫を行った。複数の教員による指導におい
て、目的意識や指導の進め方について年度途中に話し
合いをもった。その結果授業前後の話し合いが綿密に行
われ、児童が生き生きと活動する姿が増えた。来年度か
らも教員間の打ち合わせを大切にして指導を進めていく
必要がある。

【交流及び共同学習】
・体験活動の充実と社
会性・人間性の育成

・社会性・人間性の育成
に向けて、学校間並びに
居住地校交流及び共同
学習を計画的に実施す
る。

４：交流及び共同学習を計画どおり実
施し、交流校の児童と十分かかわる
ことができた。
３：交流及び共同学習を計画どおり実
施し、交流校の児童とかかわることが
できた。
２：交流及び共同学習を計画どおり実
施したが、交流校の児童と十分かか
わることができなかった。
１：計画どおり実施できず、交流校の
児童とかかわることができなかった。

4

　少人数学級のデメリットを考慮して計画を立てた。子ど
も同士でかかわることが必要な活動を交流校で実施した
り、集団生活のマナーを身につける場としたりした。「自分
の思いを伝える」ことを児童に意識させて交流に臨むよう
にした。伝わりやすいコミュニケーション手段を考える事
前学習を通して、必要に応じて手話や文字で意思を伝え
る姿が見られた。交流にあたっては聴覚障害理解の授業
を交流校で行い、聴覚障害に配慮していただいた。子ど
も同士で教え合いながら活動をする姿が見られ、下校後
や休日に遊ぶようになるなどの効果が見られた反面、集
団におけるマナーに課題が見られた。本校との交流で
は、集団におけるマナーの学習を増やす必要がある。

Ｂ

【学習指導】
・個に応じた学習指導
と基礎・基本の定着

小
学
部

・個に応じた指導が、
学習形態を工夫しな
がら展開されておりよ
い。
・小集団なので、社会
性や集団のマナー等
を身につけるうえで
は、指導する方の意識
的な取り組みが必要と
なるであろう。
・交流及び共同学習の
回数だけでは、難しい
ところもあるだろうが、
交流及び共同学習
は、継続的な取り組み
をしていくことが望まし
い。
・保護者アンケートの
中に、「人に迷惑をか
けないように・・・・」と
あるが、サポートして
ほしい時には声をだし
て求めることは迷惑に
なるとは思わない。
もっと言うと、求めるこ
とのできる子どもを育
ててほしい。
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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

【生活指導】
基本的な生活習慣の
体得とけじめのある生
活

・全教員が授業中や学校
生活全体を通して「あいさ
つ」「時間厳守」「身だしな
み」「日常生活のマナー」
について指導する。

４：全教員が学校生活全体の中で指
導し、十分に成果があった。
３：全教員が学校生活全体の中で指
導し成果が認められた。
２：全教員が指導したが、成果があが
らなかった。
１：指導の歩調が合わず成果はみら
れなかった

3

　全教員の共通理解のもと、学部を越えて気がついた時
点で指導することができた。「あいさつ」については進んで
できていない面も見られた。特に子ども同士では上級生
から下級生、あるいは同級生同士ではほとんどあいさつ
はできていなかった。児童生徒会の目標の１つとして、又
はチャレンジ目標として取り組ませることも考えられる。

【児童生徒会活動】
児童生徒の協調性及
び責任感の育成

・児童生徒の発想を大切
にし、委員会や児童生徒
会での自主的な活動を支
援する。

４：計画的に児童生徒会及び委員会
活動を実施し、活動を通して協調性
及び責任感を十分に達成できた。
３：ほぼ計画的に児童生徒会及び委
員会活動を実施でき、活動を通して
協調性及び責任感を達成できた。
２：児童生徒会及び委員会活動が計
画的に実施できず、活動を通した協
調性及び責任感が育成できなかっ
た。
１：児童生徒会及び委員会活動を通
して協調性及び責任感について指導
できなかった。

3

　ほぼ計画どおりに児童生徒会活動、委員会活動を実施
できた。年度始めにチャレンジ目標決定、全校集会、運
動会スローガンの決定が集中して、当初計画した児童生
徒会活動の回数では、十分に話し合いをする時間が取
れなかったが、児童生徒から出た意見は集約しまとめる
ことができた。児童生徒会や委員会活動の年間計画を4
月の年度当初に計画したが、この時点で学校の年間行
事予定表へ記載できていなかったため、混乱が生じた部
分もあった。前年度末までにしっかりした計画を立てて遺
漏のないようにしたい。

【教育相談】
児童生徒理解のため
の教育相談活動の推
進

・事前アンケートや相談方
法の工夫により、児童生
徒が話しやすい雰囲気を
つくる。

４：年間２回の個人面談を通して児童
生徒の実態把握に努め、共通理解の
もと指導に十分生かすことができた。
３：年間2回の個人面談を通して児童
生徒の実態を把握し、指導に生かす
ことができた。
２：個々の個人面談を必要に応じて実
施した。
１：個人面談が実施できず児童生徒
の実態把握ができなかった。

3

　年間2回の個人面談をとおして児童生徒の実態把握が
でき、全教員の共通理解のもと指導に生かすことができ
た。しかし、相談内容の集約や全体への報告、また教育
相談週間のアピールなどが不足していた。各学部で集約
したものを全体に報告するようにしたい。また、ポスター
等で相談週間の日程や相談方法等を知らせることで、子
どもたちにとって活用しやすいものにすることが必要であ
る。

・「あいさつ」は、社会
生活でも重要なことな
ので、大切に指導して
ほしい。

Ｂ

生
徒
指
導
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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

・定期テスト・学習到達度
評価テストの結果をもと
に、個に応じた学習指導
を行う。

４：テストの結果を事後の指導に生か
すことができ、基礎基本の定着に生
かすことができた。
３：個々の学習到達度を確認すること
ができ、基礎基本の定着にやや効果
が見られた。
２：事後の指導には生かすことができ
ず、基礎基本の定着にあまり効果が
見られなかった。
１：事後の指導には生かせず、基礎
基本の定着は見られなかった。

4

　定期テストや学習到達度評価テストを当初の計画どお
りに実施した。テストのやり直しを各教科で確実に行った
り、個人の学力に応じて家庭学習の課題等で苦手分野
の克服を図ったりした。基礎基本の定着に効果があっ
た。

・中学部卒業後の進学を
視野に入れて基礎学力を
定着させるため、計画的
に補習を実施する。

４：計画的に補習を実施することがで
き、基礎学力の向上をはかることが
できた。
３：ほぼ計画的に補習を実施すること
ができ、学力向上に役立った。
２：実施することはできたが、学力向
上には役立たなかった。
１：実施することができなかった。

4

  生徒一人一人の進路に対応するため、長期休業中や
放課後に、必要に応じて個別に補習を計画し実施するこ
とができた。基礎学力が向上し、所期の目的を達成する
ことができた。

【　朝の読書　】
計画的な読書指導の
実施

・主体的に読書をする習
慣を定着させ、読書力を
向上させる。

４：毎日朝の読書を実施し、、大変効
果があがった。
３：週３～４回、朝の読書を実施し、効
果があった。
２：週１～２回、朝の読書を実施した。
１：ほとんど朝の読書が実施できな
かった。

4

　計画どおりほぼ100％毎日朝の読書を実施でき、読書
習慣を確実に定着させることができた。読む本の幅が広
がり、読解力や文章表現力も向上した。

・生徒一人一人に応じ
た学習指導が展開さ
れており、成果もあ
がっているようで評価
できる。
・保護者アンケートと
教員自己評価のズレ
があるが、保護者の期
待がこめられているの
だと思う。

Ａ
中
学
部

【学習指導】
個に応じた学習指導と
基礎・基本の定着



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

・日常の見回りと定期点
検（毎月１回）を実施す
る。

４：月１回の定期点検や見回りを実施
し、学校環境が安全な状態である。
３：月１回の定期点検や見回りを実施
し、学校環境がほぼ安全な状態であ
る。
２：月１回の定期点検や見回りを実施
したが、安全については問題がある。
１：定期点検や見回りが不十分で、早
急の検討が必要である。

3

　予定通り毎月１回の定期点検や見回りを実施し、危険
箇所や修理を必要とするところについては、担当者・校務
技師による処理（トイレのつまり、電球の取り替え、毛虫
駆除など）や業者による処理（体育館の電球取り替え、煙
突修理など）によって迅速に対応し、幼児児童生徒が安
全に快適に学習・活動できる環境が整えられた。日常の
点検においても係の方ですぐに対応することができた。

・ＡＥＤ講習会や救命救急
訓練を計画的に実施す
る。

４：年間２回、効果的な救命・救急訓
練が実施でき、事故発生時の救命・
連絡方法マニュアルが十分徹底でき
た。
３：年間２回、救命救急訓練を実施
し、事故発生時の救命・連絡方法マ
ニュアルを概ね徹底できた。
２：救命・救急訓練を実施したが、事
故発生時の救命・連絡方法マニュア
ルが十分徹底できなかった。
１：救命・救急訓練が実施できず、マ
ニュアルの徹底ができなかった。

3

　ＡＥＤの使用と水難救助法について、外部から指導者を
招聘しての実習を行うことができた。救急処置について
の理解はできたが、実施には不安が残るという反省が多
かったので、今後は、実習を重ねることが必要である。来
年度は、事例を絞っての救急マニュアルの確認と救急時
の連絡体制の掲示を行いたい。

【健康管理】
健康面での自己管理
を促す

<小学部高学年・中学部>
・保健室来室票を使用し、
傷病時の表現を指導す
る。

４：保健室来室票への記入時、自分
の症状等を明確に表現し、対処の仕
方を伝えることができるように促すこ
とができた。
３：保健室来室票への記入時、傷病
部位を明確に表現することができる
ように促すことができた。
２：保健室来室票への記入を促すこと
ができた。
１：保健室来室票への記入を促すこと
ができなかった。

3

　保護者・職員ともに、「できている」という評価か「無回
答」という結果である。特に、職員の30%が無回答であり、
この無回答には小学部高学年・中学部以外の職員が含
まれているが、保健室で行っている健康教育の内容が職
員に十分伝わっていないとも考えられる。プライバシーの
尊重等に留意しながら保健室で意図する教育内容や保
健室での児童生徒の状況を伝えていきたい。
小学部低学年も含めて保健室来室票を使用しての傷病
時の表現指導と、保健室からの情報発信の方法につい
ては、来年度の課題としたい。

【健康時間】
週２回の健康時間を
有効に活用する。

・週２回、中休みに発達段
階に応じた目標を設定し
て運動を実施する。

４：発達段階に応じた目標を設定し、
実施することで、幼児児童生徒の健
康保持・体力の向上に成果が見られ
た。
３発達段階に応じた目標を設定し、実
施することで、幼児児童生徒の健康
保持・体力の向上にやや成果が見ら
れた。
２：発達段階に応じた目標を設定し、
実施したが、幼児児童生徒の健康保
持・体力の向上にはあまり成果が見
られなかった。
１：発達段階に応じた目標を設定し、
実施したが、幼児児童生徒の健康保
持・体力の向上にはまったく成果が
みられなかった。

3

　今年度、幼稚部については持久走大会の練習期間の
み健康時間に参加し、教員の支援のもと、練習回数を重
ねるごとに、決まった距離を走るペースが安定していっ
た。小・中学部については、１０月まではサーキット運動、
１１月からは持久走をおこなった。どちらも自分の体力に
あった目標を自分が設定し、実施するという方法で取り
組ませたことにより、意欲的に楽しんで運動していたよう
に思われる。
　保護者・教員ともに３あるいは４というよい評価をいただ
いが、実際、どのくらいの体力がついたのかと問われる
と、来年度の体力テストの結果を待たないとわからない。
しかし、少なくとも、この健康時間が子どもたちが運動す
ることへの意欲付けの一役を担っているのではないかと
思われるので、今後も子どもの実態に合わせた健康時間
のあり方を考え、続けていきたいと考えている。

・教員自己評価の無
回答が気になる。毎月
の保健だより等で、保
健室からの情報発信
は十分なされているよ
うに思う。教員の保健
指導への意識の向上
が望まれる。
・健康時間について
は、体力向上も望まれ
るが運動への興味関
心を高めることも大切
である。
・安全な環境が整えら
れている。引き続きの
取り組みを期待する。

Ｂ

保
健
・
安
全
指
導

【危機管理】
安全で安心できる環
境づくりを推進する



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

特別支援学校教員と
しての専門性向上を
めざした研修の充実

・専門性向上のための各
種研修会（専門性研修・
手話講習・全体研修・情
報研修会等）を実施す
る。

４：各種研修会を予定どおり実施し、
幼児児童生徒の指導に大いに役に
立った。
３：各種研修会を予定どおり実施し、
幼児児童生徒の指導に役に立った。
２：各種研修会を予定どおり実施した
が、有効ではなかった。
１：各種研修会が十分に実施できな
かった。

3

  専門性研修では、発達検査・人工内耳・発音関係の研
修を行った。手話講習会は講師を招聘して１０回行い、教
員の手話力も少しずつ向上してきた。情報関係の研修で
は、ホームページビルダー・情報セキュリティー・パワーポ
イントの研修を行った。全体研修では、講師を招聘しての
全校授業研と、コミュニケーションモードに関する研修会
を実施した。全体的に充実した研修会を実施することが
でき、幼児児童生徒の指導や校務・授業の改善に役立っ
た。今後の課題は、その時々のニーズを把握し、必要な
内容の研修をタイムリーに行っていくことである。

授業の質の向上のた
めの研修の推進

・「基礎・基本を身につけ
る授業づくり」をめざして、
各学部で授業研究を実施
する。

４：各学部で研究授業を行い、授業検
討会を実施した。評価項目に添った
検証が行われ、授業が改善された。
３：研究授業を行い、授業検討会にお
いて、手だての有効性や欠けている
ところが検証できた。
２：授業研究を行い、授業改善に努め
た。
１：研究授業が行われず、授業の改
善ができなかった。

3

　新着任者は全員指導案を書き、授業公開を行った。ま
た、各学部から一人ずつ、研究授業を行った。授業を参
観した者は、ポストイットに気づきを書き、授業者がそれ
をまとめて授業記録を作成し、研修だよりに掲載して共有
化を図った。また、学部の研究授業では、事前の指導案
検討・事後の授業反省会を行い、より深い授業研究を行
うことができた。更に今後は、負担なくもっとお互いに授
業を見合える工夫をしていく必要がある。研修テーマであ
る「視覚教材の工夫」に関しては、個々がフラッシュカード
や資料の提示、板書の構造化の工夫とともにＰＣ等の活
用も積極的に行い、授業改善が図られた。今後の課題
は、提示するものの精選と提示方法の工夫・資料や教材
の共有化の模索である。

自
立
活
動

個のニーズに応じた
指導の推進

・毎学期の保護者との懇
談会をとおして個別の指
導計画を毎学期作成し、
目標の達成を図る。
・毎学期学部で目標・支
援の方法・内容を検討し、
指導の充実を図る。

４：面談や検討会が定期的に実施さ
れ、個に応じた指導が十分できた。
３：面談や検討会が定期的に実施さ
れ、個に応じた指導がほぼできた。
２：面談や検討会が定期的に実施さ
れたが、個に応じた指導があまりでき
なかった。
１：面談や検討会が定期的に実施さ
れず、個に応じた指導ができなかっ
た。

3

 　各学期2回学部会を設定し、目標、主な支援の方法・内
容、評価について検討を行った。学部によっては、設定さ
れた日程以外にも時間を設け熱心な協議・検討が行わ
れた。また、各学期2回の懇談会を実施し、ほとんどの保
護者とは、共通理解を図りながら学習を進めることができ
た。保護者の中には、懇談時には納得したと思われてい
ても「改善を要する」と評価している者がいた（1名）ので、
保護者が、懇談時のみでなく日常的にも考えや気持ちを
教員に十分伝えられるよう配慮する必要がある。教員の
指導力については、研修支援部と協力し、授業研究等を
通してレベルアップしていく必要がある。

・「個別の教育支援計
画」「個別の指導計
画」のもつ意味が理解
できるには時間がか
かる。幼稚部の保護
者に説明をしてしっか
り活用してほしい。

Ａ

・視覚教材等の工夫
がされており、研修の
成果があらわれてい
る。教材づくりにかなり
の時間をかけている
のがよくわかる。しか
し、そのことによって、
子どもと接する時間が
少なくなるのでは意味
がないので、バランス
よく行う必要がある。
・児童生徒の授業評
価を見ると、理科にわ
かりにくさがあるよう
だ。教科の特性もある
のかもしれないが授業
改善に努めてほしい。

Ａ

校
内
研
修



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

・教育相談の体制を整備
し、予定どおり相談や支
援を実施する。

４：相談・支援体制が整備でき、年間
４００件以上の相談・支援ができた。
３：相談・支援体制が整備でき、年間
３５０件以上の相談・支援ができた。
２：相談・支援体制が整備できたが、
年間３００件程度の相談・支援にとど
まった。
１：相談・支援体制が整備できず、、
年間２５０件程度の相談・支援にとど
まった。

3

　平成21年1月現在、404件の相談が予定され、以下の通
り相談を実施し相談実施率は、８５％であった。予定通り
実施できなかった理由も下の通り相談者にあり、相談・支
援体制は、整備できていると考えられる。　相談実施件
数：345件
＜内訳＞随時相談：45件、定期相談：296件
関係機関職員の相談：3件、電話相談：1件
予定通り実施できなかった件数：59件
＜理由＞病気（本人・保護者）：38件、在籍園・校の行事：
18件　　　　　親の都合：3件

・個のニーズに応じた相
談や支援を実施する。

４：懇談を十分に行い、個のニーズに
応じた相談や支援が実施できた。
３：懇談を十分に行い、個のニーズに
応じた相談や支援がほぼ実施でき
た。
２：懇談は行ったが、個のニーズに応
じた相談や支援がほとんどできな
かった。
１：懇談ができず、個のニーズに応じ
た相談や支援が実施できなかった。

4

　随時相談については、聴覚障害、聴力検査、補聴器の
調整、言葉の発達に関するもので、45件中5件は、定期
相談をすることになった。平成21年1月現在、聴覚障害に
関する定期相談者：15名、言語障害に関する定期相談
者：８名である。
特に定期相談の保護者に対しては、相談日には必ず懇
談時間を設け、家庭や病院での様子や保護者の願いや
不安を把握し、実際に家庭でできることを具体的に示して
いる。また、懇談の内容や子どもの活動・反応等は、記録
に残し次の支援に生かしている。

地域のセンター的役
割の推進

・関係機関との連絡を密
にし、パンフレット・ポス
ターの配布、広報誌・新
聞掲載依頼等、理解啓発
活動を実施する。

４：関係機関との連絡や理解啓発活
動を実施して、十分に地域のネット
ワーク化を推進できた。
３：関係機関との連絡や理解啓発活
動を実施して、十分に地域のネット
ワーク化に努めた。
２：関係機関との連絡や理解啓発活
動を実施したが、地域との連携がと
れなかった。
１：関係機関との連絡や理解啓発活
動が実施できなかった。

4

　地域の関係機関連携協議会や総合療育システム推進
会議等に参加し、本校地域支援室の支援内容等につい
て説明したり、相談児の在籍校へ出向き、授業参観や情
報交換、支援方法についての共通理解を図ったりした。
新規相談者は、病院や特別支援教育センター、保健セン
ターからの紹介や病院や学校等に掲示していただいてい
る地域支援室のポスターを見て来校されている。保護者
からの聞き取りから、ポスターは、特別支援学校や本校
の支援内容に対する理解を促し、相談し易くするものとし
て大変有効であることが分かった。
特に治療の必要な子どもについては、担当医と連絡を密
に取りながら支援をしている。

・教員の無回答の割
合が非常に多いのが
気になる。地域支援室
の業務は、相談担当
者だけが担っているの
ではない。全教職員が
地域支援にあたるとい
う意識が必要である。
・教員の所属学部意
識が強いのではない
だろうか？全校行事の
時に、静観している教
員が多いようだ。全校
の子どもたちを全教員
で指導するということ
が大切である。どんど
ん口を出し、おせっか
いをやいてほしい。

地
域
支
援

教育相談活動の充実

Ｃ



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

・専門性向上のための各
種研修会（専門性研修・
手話講習・全体研修・情
報研修会等）を実施す
る。

４：各種研修会を予定どおり実施し、
幼児児童生徒の指導に大いに役に
立った。
３：各種研修会を予定どおり実施し、
幼児児童生徒の指導に役に立った。
２：各種研修会を予定どおり実施した
が、有効ではなかった。
１：各種研修会が十分に実施できな
かった。

3

　新着任者は全員指導案を書き、授業公開を行った。ま
た、各学部から一人ずつ、研究授業を行った。授業を参
観した者は、ポストイットに気づきを書き、授業者がそれ
をまとめて授業記録を作成し、研修だよりに掲載して共有
化を図った。また、学部の研究授業では、事前の指導案
検討・事後の授業反省会を行い、より深い授業研究を行
うことができた。更に今後は、負担なくもっとお互いに授
業を見合える工夫をしていく必要がある。研修テーマであ
る「視覚教材の工夫」に関しては、個々がフラッシュカード
や資料の提示、板書の構造化の工夫とともにＰＣ等の活
用も積極的に行い、授業改善が図られた。今後の課題
は、提示するものの精選と提示方法の工夫・資料や教材
の共有化の模索だと思う。

・学校行事の目的を見直
し、幼児児童生徒の実態
に配慮した内容となるよう
に検討を行う。

４：全ての行事が、幼児児童生徒の
実態に配慮した内容であった。
３：約半数が幼児児童生徒の実態に
配慮した行事内容であった。
２：徐々に幼児児童生徒の実態に配
慮した行事内容となってきた。
１：ほとんどの行事が幼児児童生徒
の実態を配慮していなかった。

3

　 行事終了後は必ず反省を行って次回に生かすようにし
てきた。特に今年度については、「従来からやっているか
らやる」というのではなく、行事の目的が何なのか、幼児
児童生徒の実態にあったものかを検討するように心が
け、一人ひとりの子どもの目標や教員側の支援の手だ
て、事後評価等をきちんと実施できた学部もあった。しか
し、全ての行事と言うわけにはいかず、検討が十分なさ
れないままに、従来通りで行われたものもあった。従来通
りの内容で実施できそうもない行事については、大まかな
方向性を今年度中に検討しておきたい。

学校の組織等におけ
る改善を図る。

業
務
改
善

・学校内部のことなの
で、見えにくい。
・前述意見と重複する
が、子どもたちの学力
向上のための研修や
授業改善は重要であ
るが、それにばかり時
間をとられて子どもた
ちとふれあう時間がな
くなったのでは意味が
ない。
・会議の効率化につい
ては、引き続き工夫改
善を行う必要がある。
体調管理という面から
も重要であろう。

Ｂ



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

・委員会や会議・研修会
の目的を明確化して、そ
の内容等の精選を行う。

４：教材研究を行う等自己研修をする
時間が十分確保できた。
３：教材研究を行う等自己研修をする
時間がある程度確保できた。
２：教材研究を行う等自己研修をする
時間が少しは確保できた。
１：教材研究を行う等自己研修をする
時間はほとんどとれなかった。

3

　人数的に少ないこともあり、委員会の数を少しへらし
て、学部の業務として取り組んだものもあり、より機能的
に動けた面があった。
運営委員会での協議が十分されてからの職員会議提案
となったので、職員会議は時間内に終了できたが、運営
委員会については、時間超過になることが多かった。提
案学部、分掌での協議の時間がとれればよいが、難しい
面があった。
今後は、早めの資料提供を心がけたり、提案の方法や協
議してもらいたいこととを明記したりして会議に臨めるとよ
い。

・会議の効率化という課
題意識をもち、その達成
に向けて努力する体勢を
つくる。

４：全職員が課題意識をもって会議に
臨み、資料の工夫や焦点を絞った提
案がなされ、効率的に会議が運営さ
れ、時間短縮にもつながった。
３：全職員が課題意識をもって会議に
臨み、効率的な会議や、時間短縮に
もつながる会議があった。
２：全職員に課題意識はあったが、運
営の工夫が不足し効率的でなく、時
間短縮にもつながらなかった。
１：課題意識がなく、従来通りの会議
運営で、変化はなかった。

3

　昨年度末の分掌組織の見直しにより、一役一人の原則
で業務を担い、、分掌課長が起案文書には目をとおす等
の改善を図った。分掌によっては、定期でないときにも、
話し合いがもたれ、共通理解が図れた。しかし、学部会
は、共通理解するまでには、会議の時間が不足気味で
あった。　学部や分掌によるばらつきもあり、共通理解し
て一貫した指導が十分できたとは言えなかった。昨年度
にくらべれば、やや組織として機能してきた感じはある。

・業務の効率化とその指
導の徹底を図り、各自の
残業時間が２時間以内に
なるように努める。

４：全職員の退出時時刻が１９時以内
となった。
３：何人かの職員の退出時刻が１９時
を超えた。
２：半数の職員が１９時を超えた。
１：ほとんどの職員が１９時を超えた。

3

　残業２時間を目標に、１９時までの退出を呼びかけ、１９
時を超える職員は少なくなった。ただし、業務が集中する
時期、特定の職員の加重負担等があり、全職員という訳
にはいかなかった。今後は、職員一人ひとりの業務につ
いてどの時期に集中するのか、どれぐらいの業務量があ
るのかを客観的に把握していくようにしたい。

・特定教員への負担軽減
に向け、明確な役割分担
の共有化とその周知を行
う。

４：各種行事等の運営にあたっては、
役割分担表を作成し、協力して実施
できた。
３：役割分担表を作成していたが、協
力体制に不備があった。
２：役割分担を口頭で行うなど、あい
まいで明確な情報の共有化ができな
かった。
１：役割分担をあまり意識していな
かった。

3

　役割分担表は、各種行事で作成されたが、ややおお
ざっぱで、在職期間の長い職員に頼る事も少なくなっか
た。今後は、自分が分担した役割でおこなった仕事の書
き出しや、どこの分担がおこなうのか不明だった仕事を、
企画担当した分掌で記録しておくことが必要。各分掌の
フォルダにきちんと記入し、確実な引継ぎができる形をと
りたい。

勤務状況における改
善を図る

日常的な業務におけ
る改善を図る。

業
務
改
善



6　　学校評価総括（取組の成果と課題）

⑤生徒指導

①学校評価

　校名変更に伴って、ホームページと学校紹介ビデオの全面改訂作業を行った。学校の様子を知ってもらうために、学校だより、保健だより、学級通信等を学校評議員へ月１回
送付してきたことが評価された。今後は、地域とのつながりをどう図っていくかが課題となる。

②幼稚部の取組

　保護者と教員の評価のズレについて、学校関係者評価において指摘された。教員は長いスパンで達成しようとするが、保護者は毎日学校へ付き添っているので、もの足らない
面があるのかも知れない。保護者と同一歩調で、保護者の望むレベルにまでは引き上げる必要がある。共同及び交流学習は、幼稚部の時が一番回数多く可能なので大切にし
ていくように助言された。

⑦校内研修

　児童生徒会がチャレンジ目標のめざす姿として「元気よくあいさつをする」ということを挙げていたが、こども同士でのあいさつができていなかった。また、教員による即時指導と
していながら、継続しての指導が不十分であった。「あいさつ」は、社会生活の基本となるものであるし、少人数なので徹底して行うことが必要との指摘を受けた。

⑥保健安全指導

　毎月の環境点検が確実に実施されて、危険箇所や修理必要箇所は、校務技師や業者によって迅速に対応し、安全な環境を整えることができた。保健室来室時に、来室票を
使って自分の症状を自分のことばで表現することの指導に１年間取り組んだ。このことは保健だよりで保護者への発信がされており、保護者の評価はよかったにもかかわらず、
教員の自己評価に無回答が目立ったので、教員の保健指導に関する意識の低さについて厳しい指導を受けた。

③小学部の取組

　学習形態を工夫しながらの授業実践が保護者アンケート等からも評価されてきた。朝学、単元テスト等の継続的な取組が基礎学力の定着に効果があった。ＴＴ授業の打ち合わ
せに課題を残した。交流及び共同学習では、健聴の子どもたちとのコミュニケーション手段を自分で考える、困ったときどうして欲しいのかがはっきり言えることが大切である。

④中学部の取組

　保護者アンケート、学校関係者評価ともに高い評価を受けた。到達度評価テストや定期テストの結果を分析して、個に応じた形で家庭学習の課題や計画的な補習を実施するこ
とができた。国立大附属の高等部や高専合格という一応の成果を出すことができた。

　授業における視聴覚教材の工夫について、全教員の授業研究や講師を招聘しての全校授業研究等を通して、授業改善に取り組み成果をあげた。特に今年度は、新着任者研
修後に、新着任者の授業研究を実施し、学部別に研究協議を行った。委員の方からは、高い評価を受けたが、教材研究にばかりに時間をかけて、子どもとふれあう時間がなく
なっては意味がないので、バランスよく行うようにとの指摘があった。

⑧自立活動

　保護者との懇談時間を毎学期２回計画的に設定し、自立活動について保護者と共通理解を図りながら進めることができた。「個別の教育指導計画」についての学部会を設定
し、個に応じた目標、支援の方法、評価について協議することができた。全校での事例検討会も各学期に１度実施できた。

⑨地域支援

　教育相談については、例年と同数の件数をこなすことができた。医療機関からの紹介による相談や、パンフレット、ポスターを見ての相談も多くあり、ポスター等は効果的である
ことがわかった。しかし、教員の自己評価では無回答が非常に多かった。地域支援は、教育相談担当者に任せておけばよいという気持ちが大きいと思われる。委員の方からは、
学校のどの先生に相談してもわかる体制にしておくべきであるとの指摘を受けた。

⑩業務改善

　会議の効率的運営が、後半になってようやくできるようになってきた。事前の資料提供、協議内容の焦点化をさらに推進していかなくてはならない。委員からは、子どもとふれあ
う時間確保や教員の体調管理という面からも業務改善には、積極的に取り組む必要性を指摘された。



7　　次年度への改善策

　関係機関へのポスター、パンフ等を早めに送付する。定期相談に来ている子どもたちについて情報を共有し、全教員が地域支援にあたるという意識の啓発を図る。

　個に応じた学習指導について学部で検討しながら進める。授業評価結果、テスト結果の分析を日々の指導に生かす。朝読書の継続実施。

　「あいさつ」をチャレンジ目標の１つにし児童生徒会活動として取り組む。生徒指導の重点指導項目として全教員で指導できる体制を整える。

⑩業務改善

⑥保健安全指導
　自分の傷病時の状態をことばで表現する指導を全校的な取組として推進する。健康時間の有効的な活用について検討する。

⑦校内研修
　提示する視覚教材の精選と提示方法の工夫について、情報共有を図りながら研修を進める。手話、指文字の習得についての研修を計画的に実施する。

　「個別の指導計画」についての説明を保護者にくりかえし、保護者と情報共有しながら指導にあたれるようにする。懇談や学部での検討会を年度当初に日程を計画する。

②幼稚部の取組

⑧自立活動

③小学部の取組

　各学部で担当者を決めて、学校ホームページの随時更新を実施する。学校サポートボランティアのような形で地域の協力を得られるような取組を検討する。学校紹介ビデオの
活用。

①学校運営

　授業前後の教員同士の打ち合わせ、振り返り時間を確保する。授業評価結果や保護者アンケート結果のフィードバックを行いながら、授業改善に向けて学部としての取組を検
討する。

⑤生徒指導

　計画された懇談時間にこだわることなく、常に保護者と話せる雰囲気を作る。「個別の教育支援計画」等を活用して、目標達成とする具体的な子どもの姿を保護者と共通理解す
る。

　特定教員への過重な負担をなくすために、担当業務の内容、業務量、集中する期間等を客観的に記録する。事前の資料配付、検討事項の精選、協議時間の設定等を通して
会議の効率化を図る。

⑨地域支援

④中学部の取組




