
H21.5.13           山口県立山口南総合支援学校下関分校

　自分からしっかりあいさつをする

評
価
領
域

4：毎日課題を継続して行い学習内容の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学習内容の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、学習内容の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、学習内容の基礎基本の定着がみられなかった。

４：保護者と話し合い、連携して支援を進め、項目を立てた基本的な生活習慣を体得することができた。
３：保護者と話し合い、連携して支援を進め、項目を立てた基本的な生活習慣を体得することがほぼできた。
２：保護者とあまり話し合いや連携ができず、基本的な生活習慣を体得することが不十分であった。
１：保護者と話し合いや連携ができず、基本的な生活習慣を体得することが全くできなかった。

　
・絵日記やしおり等を活用し、実態に応じた言語指導を行い、生活経
験をことばにして定着させる。

・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。

・学習進度を見据えて一人ひとりにあった課題を用意し、朝学等を実
施する。

４：保護者による授業評価が８０％以上実施でき、委員会等で学校評価の改善も図られた。
３：保護者による授業評価が５０％以上実施でき、学校評価の改善について検討することができた。
２：保護者による授業評価実施率が低く、学校評価の改善についての検討もできなかった。
１：保護者による授業評価、学校評価改善についての検討が全くできなかった。

4：学校間並びに居住地校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：学校間並びに居住地校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：学校間並びに居住地校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：学校間並びに居住地校交流及び共同学習が、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。

・保護者と十分話し合い、年齢・実態に応じて体得したい基本的な生
活習慣の項目を立てる。
・保護者との共通理解のもと、連携して支援を進める。

４：十分な回数の協議ができ、来年度以降の体制がほぼ明確になった。
３：数回の協議がなされ、具体的な課題は出たが、まとまった形にはならなかった。
２：いくつかの障害についての研修は実施できたが、具体的な課題までは考えられなかった。
１：聴覚以外の障害についての研修や協議は全くもてなかった。

4：学習活動の工夫を行い、学習内容の定着に効果がみられた。
3：学習活動の工夫を行い、学習内容の定着にやや効果がみられた。
2：学習活動の工夫を行ったが、、学習内容の定着にあまり効果がみられなかった。
1：学習活動の工夫を行ったが、、学習内容の定着がみられなかった。

評　　　価　　　基　　　準

平成２1年度　　　学　　校　　自　　己　　評　　価　                                    　　　　　　　　　　

【開かれた学校づくり】
積極的な情報発信をすることにより、家庭や地域社
会との連携協力を推進する。

学校教育目標

学
　
校
　
運
　
営

４：定期的なＨＰ更新や学校だより等の発行により、学校情報の十分な発信が行われ、保護者・地域に学校情報
は周知され、家庭、地域社会との連携が深まった
３：定期的なＨＰ更新や学校だより等の発行により、学校情報の十分な発信は行われたが、家庭、地域社会に
学校情報は周知されなかった。
２：ＨＰ更新や学校だより等の発行は行ったが、情報発信は不十分であった。
１：ＨＰ更新や学校だより等の発行もなく、家庭、地域との連携協力も推進できなかった。

具　体　的　方　策　（教　育　活　動）

幼児児童生徒一人ひとりの個性や発達に応じた指導を行い、進んで社会生活に参加すること
ができる人間を育成する

 重　　点　　目　　標
（めざす具体的な姿）

チャレンジ目標

・学校ＨＰの定期的な更新や学校だより、保健だより、学級通信等の
配布により、情報発信を充実させる。
・学校ボランティア等の有効活用について検討、実施する。

幼
稚
部

小
学
部

【学習指導】
個に応じた学習指導を行い、基礎基本の定着を図
る。

【交流及び共同学習】
体験活動を充実させて社会性・人間性の育成を図
る。

【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をする。

【言語習得】
言語習得するための支援をする。

【交流及び共同学習】
交流及び共同学習を計画的に実施する。

・児童が進んで考えを表現する姿をめざし、興味・関心を引き出す視
覚教材の工夫、具体物の操作や動作化のある授業、ことばの力や論
理的思考の力をのばす板書の工夫など、児童の実態を考慮して学
習活動を工夫する。

【体制づくり】
総合支援学校としての体制づくりの具体化を図る。

【学校評価】
授業評価、保護者アンケート、学校自己評価等の改
善を図る。

４：実態に応じた言語指導をして、生活経験をことばにして定着することに効果がみられた。
３：実態に応じた言語指導をして、生活経験をことばにして定着することにやや効果がみられた。
２：実態に応じた言語指導をしたが、生活経験をことばにして定着することにあまり効果がみられなかった。
１：実態に応じた言語指導をしたが、生活経験をことばにして定着することに効果がみられなかった。

４：交流及び共同学習を計画的に実施し、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：交流及び共同学習を計画的に実施し、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：交流及び共同学習を計画的に実施したが、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あま
りできなかった。
１：交流及び共同学習を計画的に実施したが、交流時の保育を楽しめず、他の幼児とかかわることが全くできな
かった。

・さまざまな障害への対応の具体的な課題について、学部会や職員
会議、校内研修等で協議する。

・児童生徒の授業評価とともに、保護者による授業評価を実施する。
・学校評価委員会で改善について検討する。

・事前指導により児童に目標をもたせて交流に臨ませ、事後指導によ
りふり返りを行う。
・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。



評
価
領
域

 重　　点　　目　　標
（めざす具体的な姿）

評　　　価　　　基　　　準具　体　的　方　策　（教　育　活　動）

【児童生徒会活動】
児童生徒の自主性および責任感の育成を図る。

【生活指導】
基本的生活習慣を体得させ、けじめのある学校生
活を確立する。

【学習指導】
個に応じた学習指導を実施し、基礎・基本の定着を
図る。

４：保健室来室票等を利用し、自分の症状を明確に表現し、自分が今どうしたいのかを訴えることができるように促
すことができた。
３：保健室来室票等を利用し、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：保健室来室票等を利用し、児童生徒に傷病時の表現を指導することができた。
１：保健室来室票等を利用し、児童生徒に傷病時の表現を指導することができなかった。

中
学
部

【朝の読書】
計画的に読書指導を実施する。

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。

・定期テスト・確認テストの結果をもとに、個に応じた学習指導を
行う。

・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：実施することはできなかった。

４：計画的に児童生徒会および委員会活動を実施し、活動を通して自主性や責任感を十分に達成できた。
３：ほぼ計画的に児童生徒会および委員会活動を実施でき、活動を通して自主性や責任感を達成できた。
２：児童生徒会および委員会活動が計画的に実施できず、活動を通した自主性や責任感が育成できなかった。
１：児童生徒会および委員会活動を通して自主性や責任感について指導できなかった。

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：学校での検診・健康相談で必要事項を医師に伝えることができるように促すことができた。
３：体調不良・に津情的に服薬をしている際、どんな効用(または薬品名)の薬を服薬しているか表現できるように促
すことができた。
２：体調不良で服薬している際、「服薬の有無」を表現できるように促すことができた。
１：体調不良で服薬している際、「服薬の有無」を表現できるように促すことができなかった。

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

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

・AED操作を含む心肺蘇生法や水難救助法の講習会、事故発
生時の連絡体制についてのシミュレーション訓練を計画的に実
施する。

保
健
・
安
全
指
導

・日常の見回りと定期点検（毎月１回）を実施する。

【危機管理】
安全で安心できる環境づくりを推進する。

<小学部・中学部>
・自己の健康状態を表現できるように指導する。（服薬等）

【健康時間】
週２回の健康時間を有効に活用する。

【健康管理】
 健康面での自己管理を促す。

<小学部・中学部>
・保健室来室票を使用し、傷病時の表現を指導する。

生
徒
指
導

・児童生徒の発想を大切にし、児童生徒会や委員会活動での自
主的な活動を支援する。

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：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、成果が見られなかった。

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見ら
れなかった。

４：計画通り救命救急訓練を実施し、事故発生時の救命・連絡体制マニュアルが十分徹底できた。
３：計画通り救命救急訓練を実施し、事故発生時の救命・連絡体制マニュアルを概ね徹底できた。
２：救命救急訓練を実施し、事故発生時の救命・連絡体制マニュアルを概ね徹底できた。
１：救命救急訓練を実施したが、事故発生時の救命・連絡体制マニュアルが十分徹底できなかった。

・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。
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評　　　　価　　　　基　　　　準具　体　的　方　策　（教　育　活　動）
 重　　点　　目　　標
（めざす具体的な姿）

・職員サーバーの利用による業務の効率化や、明確な役割分担の共
有を徹底し、残業２時間以内をめざす。

・例年踏襲ではなく、各学部、各分掌で実態にあった内容に見直してか
ら提案する。

・「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。評価項目に沿った検証が行われることによって授業が改
善された。
３．研究授業を行った。授業検討会において、手だての有効性やかけているところの検証が行われた。
２．研究授業を行い、授業の改善に努めた。
１．授業研究が行えず、授業の改善ができなかった。

４．各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立った。
３．各研修会をほぼ予定どおり実施し、指導に役立った。
２．各研修会を実施したが、あまり有効ではなかった。
１．各研修会が十分に実施できなかった。

自
立
活
動

　
個のニーズに応じた指導を推進する。

　
教育相談活動の充実を図る。
　

授業の質の向上のための研修を推進する。

校
内
研
修

４：相談・支援体制が整備でき、年間400件以上の相談・支援が実施できた。
３：相談・支援体制が整備でき、年間350件程度の相談・支援が実施できた。
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。

・個のニーズに応じた相談や支援を実施する。

地
域
支
援

・毎学期の保護者との懇談会を通して個別の指導計画を学期毎に作
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かつ必要に応じて実施され、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：面談や検討会は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：面談や検討会が実施されず、個に応じた指導ができなかった。

特別支援学校教員としての専門性の向上を目指し
た研修を充実する。

・専門性向上のための各種研修会（専門性研修・手話研修会・全校研
修会・コンピューター関係研修等）を実施する。

地域のセンター的役割を推進する。

・教育相談の体制を整備し、予定通り相談や支援を実施する。

・障害のある幼児・児童・生徒・成人に関する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。

【勤務状況における改善を図る】
業務の効率化とその指導の徹底を図り、学校退出
時間を早める。

【日常的な業務における改善を図る】
会議時間の短縮を図り、教材研究等の時間確保に
努める。

4：すべての行事が実態に配慮した内容となった。
３：約半数の行事が実態に配慮した内容となった。
２：徐々に実態に配慮された内容になった。
１：ほとんどの行事は実態に配慮された内容にはならなかった。

【学校の組織等における改善を図る】
学校行事の目的を見直し、幼児児童生徒の実態に
即した学校行事の内容を検討する。

４：全職員の退出時刻が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：半数以上の職員が１９時を超えた。
１：ほとんどの職員の退出時刻が１９時を超えた。

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、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：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：懇談が十分に行い、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実施できなかった。
１：懇談が実施できず、個のニーズに応じた相談や支援が実施できなかった。

・事前の資料配付、検討事項の明確化、協議の目安時間の明記等で
会議時間の短縮を意識する。

4：教材研究等の時間が十分に確保できた。
３：教材研究等の時間がある程度確保できた。
２：教材研究等の時間が少し確保できた。
１：教材研究等の時間はほとんど確保できなかった。

業
務
改
善






