
 １　学校教育目標

　
 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

 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 評価 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

1 安心・安全な教育環境
づくり
・新しく作成した新型コロ
ナウイルス感染症対応ガイ
ドライン及び危機管理マ
ニュアルを活用し、教職員
は内容を理解し緊急時に
備える。
・保護者と連携を図り、防
災マイバッグを準備する。

４：２つの項目について対応し、安心・安全な教育環境づく
りを十分に行うことができた。
３：２つの項目について対応し、安心・安全な教育環境づく
りをおおむね行うことができた。
２：１つの項目にしか対応できず、安心・安全な教育環境づ
くりがあまりできなかった。
１：２つの項目とも対応できず、安心・安全な教育環境づくり
があまりできなかった。

3

　教職員の自己評価では４が２
７．３％、３が５７．９％、２が１４．
９％となっており、安心安全な教
育環境づくりが十分にできていな
かったという認識が全体の約１
５％を占めた。特に小・中学部で
は防災マイバッグの周知徹底が
十分でなかった点は来年度以降
の課題である。

・コロナ禍において、消毒等の取組で学校を機に感染
が広がることがなく、安心な学校であったことは評価で
きる。
・防災マイバッグについては、クラスによって置き場所等
の管理が統一されていないことから、今後、全ての教職
員への認知とマニュアルの作成、保護者の防災意識の
向上を図っていく必要がある。
・教職員の自己評価において、２と１の和が１割以上占
めている項目については検証が必要である。

Ａ

2 いじめの根絶に向けた
人権意識の高揚
・いじめ防止基本方針に
ついて、児童生徒及び保
護者と共通理解を図り、人
権意識を基盤とした教育
環境づくりを行う。
・実年齢を尊重した教育活
動を実施する。

４：２つの項目を意識した教育活動を十分行うことができ
た。
３：２つの項目を意識した教育活動をおおむね行うことがで
きた。
２：１つの項目しか意識することができず、あまり効果的な教
育活動を行うことができなかった。
１：２つの項目とも意識することができず、あまり効果的な教
育活動を行うことができなかった。

3

　教職員の自己評価では４，３の
合計が９１．７％で、昨年度の同
項目と比較すると３．３ポイント下
がっており、２が３ポイント上がっ
ている。児童生徒への支援の面
で保護者に不安を感じさせる場
面があったことは反省すべき点で
ある。人権意識を基盤とした教育
環境づくりという面で課題が残る。

・何気ない一言、大きな声、顔つきに対して、子どもたち
が「こわい」ととらえることがあり、日頃の言動に配慮して
もらいたい。
・相手のことを配慮できない児童生徒に対して、「だめ」
と注意するだけでなく、具体的に指導してもらいたい。
　また、いじめや人権意識といった内容を「ことばかけ」
でけで伝えていくには無理があり、教材などの工夫が必
要である。
・保護者とともに人権意識等について研修を通して認識
するとともに、外部からの目や指導を意識すべきであ
る。

B

小

学

部

　身近な生
活体験を基
盤とし、基
礎的な身辺
処理能力を
身に付け、
集団生活
への適応
性を高め、
生活能力
の向上を図
る。

3 児童が主体的に学び、
実際の生活に生かすこと
ができるよう、一人ひとりの
実態やニーズに応じた教
材教具の開発や指導の工
夫改善に取り組む。

　一人ひとりの実態やニーズに応じた教材教具の開発や指
導の工夫改善に取り組むことで、
４：ほぼ全員の児童が主体的に学び、実生活に生かすこと
ができた
３：８割程度の児童が主体的に学び、実生活に生かすこと
ができた
２：６割程度の児童が主体的に学び、実生活に生かすこと
ができた
１：教材教具の開発や指導の工夫・改善を試みたが、主体
的に学び実生活に生かすことができた児童は５割未満だっ
た

3

　３・４の評価を合計すると９０．
３％で、８割以上の児童に、実態
やニーズに応じた教材教具の開
発、指導が生かされたという結果
であった。
　また、今年度から一人1台のＩＣ
Ｔ端末が導入され、授業に積極
的に活用し、児童も自分で操作し
熱心に取り組んでいる。

・残り２割の児童のことを考えてほしい。
・ＩＣＴを利用の得手、不得手な教員に差が出てしまうの
で、得意な教員をゲストティーチャーとして各教室を
回ったり、ＩＣＴ支援員を活用しながら取り組んでいって
ほしい。
・少ない数の教員で個々のニーズに応じた指導に苦慮
されていると思う。そのような中、保護者評価に肯定的
な意見も多いことから、一定数が安心して通学している
のだと思う。

Ｂ

中
学
部

　「人とのか
かわりを通
じて自分ら
しさを見つ
け、仲間を
思いやりな
がら共に伸
びようとする
子ども」を
育てる。

4 生徒が教師や他の生徒を
はじめ、さまざまな人と関わ
る学習の機会を設定し、そ
の関わり合いを通じて、個性
や能力を伸ばすことができ
るよう、教職員が共通理解を
図り、協働して支援や対応
を行う。

４：生徒が教師や他の生徒をはじめ、地域や他校の人と関わ
る学習機会を設定し、個性や能力を伸ばすための支援や対応
を行った。
３：生徒が教師だけでなく異学年の生徒とも関わる学習機会を
設定し、個性や能力を伸ばすための支援や対応を行った。
２：生徒が教師や学級の他の生徒と関わる学習機会を設定し、
個性や能力を伸ばすための支援や対応を行った。
１：生徒が主に教師と関わる学習機会を設定し、個性や能力を
伸ばすための支援や対応を行った。

3

　今年度も多くの行事が中止や縮
小されたことによる影響が大きく、
評価4は12.1％にとどまった。しか
しながら、地域の中学校との作品
交流等の活動は継続できている。
評価3は63.6％であることから、校
内での異学年との学習の機会は
確保されていたことがわかる。この
ことから、校内ではある程度組織
的に交流を伴う学習に取り組むこ
とができたと考えられる。

・「14歳の壁」と言われる時期に「他者との関わり」を目
標設定していることが素晴らしい。
・人との関わり方に個人差があることを認識し、対応の
難しい生徒への配慮を教員間で共通認識してほしい。
・小学部との連絡の中で、生徒の実態把握と、使用して
いた支援グッズ等を引き継いでほしい。
・コロナ禍での「人との関わり」を目標への取組は大変
だったと思うが、富任地域及び安岡地域は地域の子ど
もを育てる観点から「見守り隊」等の協力体制もあるの
で、一緒にやっていきたい。

Ｂ

学

校

運

営

学校教育
目標の達

成に努め、
安心・安全
な教育環境
づくり、地

域との連携
を図る。

令和３年度　山口県立下関総合支援学校　学校評価書　　　校長 (　椙山　美智子　）

【チャレンジ目標 】　いきいき、わくわくできることをみつけよう
（１）児童生徒一人ひとりの障害や特性に応じた教育内容の充実
　　・ＩＣＴ機器を活用した授業実践の促進（実践事例の共有化）
　　・教育課程の検討（系統的・継続的な指導、キャリア教育の充実）
　　・専門性に基づく質の高い授業づくり（校内研修の充実）
（２）安全で安心できる環境整備
　　・防災教育の充実（避難訓練、引き渡し訓練の充実、防災バッグの完備）
　　・安全な学習環境の維持向上（医療的ケア、整備・点検）
　　・人権教育の推進（偏見や差別、いじめ、体罰防止の徹底）
（３）家庭・地域・関係機関等との連携強化
　　・コミュニティ・スクールの取組推進（後田地域への理解促進、富任地域との活動の充実）
　　・特別支援教育センターと校内支援体制の充実（SC等専門家を活用した校内支援の充実）
（４）学校組織体制の強化
　　・学部間連携（児童生徒の情報共有、確実な引継ぎ、分掌業務・研修等における協働体制）
　　・業務改善と教職員の資質能力の向上（業務分担の工夫、ＯＪＴの推進、校務のマニュアル化）

　一人ひとりが、もてる力と自分らしさを発揮し、生き生きと活動できる子どもを育てる。
 　　＜ めざす児童生徒像 ＞
　　１　仲良く元気に生き生きとがんばる子ども　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 心身の健康と体力の保持増進を図り、日常生活に必要な生活習慣を身に
　　２  人とのかかわりを通じて自分らしさを見つけ、仲間を思いやりながら共に伸びようとする生徒　　　　　　　　　　　　　　　  つけさせるとともに、人とのかかわりや仲間への思いやりを大切にし、卒業
　　３　社会生活に必要な知識・技能・態度の習得を図り、卒業後の自立と社会参加に向けて頑張る生徒　　　　　　　　　　  後の自立と社会参加に繋がる支援を充実させる

（１）「特別支援教育の専門性の向上」
    ・児童生徒一人ひとりの個に応じた支援に対応するため、認定講習や更新講習の受講をはじめ、「オンライン研修」が可能となった既存の各種研修会にも積極的に参加し、教職員の更なる専門性の
　　向上を図っていく。また、人権教育研修会等、外部専門家等を活用した校内研修会を企画する。
（２）「キャリア教育の推進」
　　・児童生徒の発達段階に応じて身につけさせたい力（人間関係形成能力、情報活用能力、将来設計能力、意思決定能力）を育成するために、小学部から高等部まで、一貫して長期的な見通しをもっ
　　て計画的に教育活動を展開する。
（３）「危機管理対応」
　　・Withコロナを意識した安心・安全な学校づくりをめざし、「新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」の随時更新を行いながら、感染症対策、医療的ケア研修、学校管理下でのケガへの対応、
　　登下校の通学バスの安全確保等を行っていく。
    ・地域や関係機関と連携を図り、専門家等を活用しながら、避難訓練や防災研修を実施するとともに、引き渡し訓練の検討、防災マイバッグの作成等、危機管理意識の向上を図っていく。
（４）「特別支援教育センターとしての役割」
　　・特別支援教育センターの役割を一人ひとりの教員がより理解を深める。
　　・家庭、教育、地域、医療等の外部各関係機関、校内コーディネーター及び支援部との連携を通して、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに合わせた支援を包括的に行っていく。
（５）「学校運営」
　　・コロナ禍における新しい生活様式の学校運営を意識し、地域の感染等の情報を敏感に察知するとともに、県や市の対応策を踏まえ、安全な学校運営に努めていく。
　　・日々の教育活動や児童生徒会活動、PTA活動が連動する協働体制を構築する。コミュニティスクールや技能検定については、引き続き地域や関係機関、PTAと安心・安全を第一とした中での連携
　　を図りながら、よりよい学校づくりに向けて充実・発展を目指す。
　　・医療的配慮の必要な児童生徒に対応するため、医師等と連携して校内支援体制を引き続き整備し、医療的ケア実施体制を充実させる。
　　・高等部における地域連携について、新しい地域での学校周知活動を加速化させ、新たな地域交流の構築が必要である。
　　・教職員の勤務状況の改善を図るために、OJTによる業務継承や定期的なジョブローテション等よって学校組織体制を強化し、業務の平準化を図っていく。また、高等部においては、会議の持ち方等
　　を検討してい く。

 ２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）



評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準 評価 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

5 専門性や資質を高める
ことを目的とした研修会等
にweb研修等も利用して積
極的に参加することで、指
導能力の向上を図る。

４：年間４回以上研修会等に参加し、生徒の指導に生か
し、生徒の満足度や能力を向上させることができた。
３：年間２回程度研修会等に参加し、指導に生かし、生徒
の満足度や能力を向上させることができた。
２：年間２回程度研修会には参加したが、生徒の指導に生
かすことができなかった。
１：研修会に参加することができなかった。

3

　研修部をはじめとした各分掌に
よる校内研修や校外の研修に積
極的に参加し、教員一人ひとりの
専門性の向上に努めたが、生徒
の満足度や能力の向上等、はっ
きりとした成果として感じ取ること
はできなかった。

・卒業後の豊かな生活を支え、つなげていくためにも、
視覚支援等の方法など、専門性の向上を図るとともに、
小・中・高一貫で、卒業後を見据えた支援を行ってほし
い。
・「〇〇しないと△△できないよ」といったニュアンスのコ
ミュニケーションが教員と生徒の間で行われているので
あれば、課題認識を持つ必要がある。

Ｂ

6 学校生活の様々な場面
で、コミュニケーション力や
他者とのかかわり方、礼儀
や言葉づかい等の大切さ
に生徒自身が気付き、そ
れらが身に付くよう指導す
る。

４：様々な場面で生徒一人ひとりが自覚して行動でき、学部
全体での良好な雰囲気を築くことができた。
３：様々な場面で生徒一人ひとりが自覚して行動でき、学部
全体での良好な雰囲気がうかがえた。
２：様々な場面で自覚して行動できる生徒はいたが、学部
全体での雰囲気にあまり変わりがなかった。
１：様々な場面で自覚して行動できる生徒が見られず、学
部内での雰囲気に変わりがなかった。

3

　授業や行事、実習等の機会を
捉え、社会人として求められる礼
儀作法等を熱心に指導している
が、高等部の生徒に求めている
姿や生徒自身に気付かせるため
の指導スキルを学部内で共有す
る点に課題があり、雰囲気の変容
に繋がりにくいという意見があっ
た。

・１対１の関わり方が、卒後の一人活動に繋がっていくと
ころがある。社会での居場所確保とともに、一人で活動
できる力を育むことは重要である。そうした上で、卒業
後を見据えた支援を行っていってほしい。
・社会人としてのスキルを身に付けることは、一般の高
校生でも難しいと感じている。関係団体として、「学びの
場の提供」など協力できることは手伝いたい。

Ｂ

総

務

コロナ禍に
おける学校
行事の改
善に努め、
安心・安全
で充実した
行事の運
営につなげ
る。

7 各分掌・学年間との連携
を図りながら、連絡調整に
努め、儀式的行事等担当
各行事の内容を十分検討
し、実施を図る。

４：他の分掌と連携し、３つ以上の儀式的行事等担当各行事の
内容を十分検討し、充実した運営ができた。
３：他の分掌と連携し、２つ以上の儀式的行事等担当各行事の
内容を十分検討し、充実した運営ができた。
２：他の分掌と連携し、１つ以上の儀式的行事等担当各行事の
内容を十分検討し、充実した運営ができた。
１：他の分掌との連携や、儀式的行事等担当各行事の内容の検
討及び実施運営が全くできなかった。

4

　各分掌・学年間との連携を図り
ながら連絡調整に努め、コロナ禍
における儀式的行事等担当各行
事の内容を十分検討し、実施を
図ることができた。

・とてもよくしていただいた。
・行事予定については、保護者が有給を申請する必要
があるので、前々月までの配布が望ましい。
・コロナにより対面の行事の調整が難しいと思うが、早め
に案内しないと保護者は調整が難しくなる。 Ｂ

（小中学部）
卒業後を見
据え、義務
教育段階
で、生活年
齢、発達段
階に応じた
授業実践
に取り組
む。

8 個別と集団での指導・支
援を通して、３つのめざす
児童生徒像を意識した授
業づくりを行う。

４　３つすべての児童生徒像の育成を意識した授業実践を
行った。
３　２つの児童生徒像の育成を意識した授業実践を行っ
た。
２　１つの児童生徒像の育成を意識した授業実践を行っ
た。
１　３つの児童生徒像の育成を意識した授業実践を行えな
かった。

3

　評価基準４（35.7%）、評価基準３
（60.0%）で合計95.7%となり、児童
生徒一人一人の実態に応じ、将
来を見据えた授業実践に取り組
めていると考える。今後も学習集
団、学部内で教職員集団での共
通理解を図ることにより、より充実
するものと考えている。

・一人ひとりができることは、その子ができるまで見守っ
てほしい。
・口頭だけでなく、視覚的支援をお願いしたい。
・障害特性の理解・指導にまだまだ研修が必要と感じ
る。

Ｂ

（高等部）
生徒一人
ひとりの障
害や特性
に応じた授
業改善に
取り組む。

9 学校教育目標のめざす
児童生徒像「社会生活に
必要な知識・技能・態度の
習得を図り、卒業後の自
立と社会参加に向けて頑
張る生徒」の育成を意識し
た授業づくりに取り組む。

４　児童生徒像の育成を意識した授業に意欲的に取り組
み、授業改善を行った。
３　児童生徒像の育成を意識した授業に取り組み、授業改
善を行った。
２　児童生徒像の育成を意識した授業に取り組んだ。
１　児童生徒像の育成を意識した授業に取り組むことがで
きなかった。

3

　生徒一人ひとりに応じた授業改
善に取り組み、高等部一体となっ
て授業改善を行ったことは、一定
の成果があったと考えられる。新
高等部学習指導要領の来年度か
らの年次進行での実施に伴い、
「３つの柱」や「指導と評価の一体
化」等を意識した授業づくり・授業
改善にさらに努めていく必要があ
る。

・その子に何ができて、何が難しいのか気づいてほし
い。
・「自分のことは自分で」の意識が難しい生徒にはできる
ようになるためのツール（手立て）を作り、使っていくと良
い。先生たちで工夫されたと思うが、「自分のことは自分
で」を伝えるのは難しい。 Ｂ

情

報

教

育

情報機器
へのセキュ
リティ意識
を高める。

10 情報管理や機器の使
い方等について、実態調
査を元に個別に支援する

４：アップデートやウイルス対策を毎回、欠かさずにできた。
３：アップデートやウイルス対策をときどきやった。
２：アップデートやウイルス対策の方法はわかったが、ほと
んどやっていない。
１：アップデートやウイルス対策の方法がわからずやってい
ない。

3

　7割の職員が毎回欠かさずチェック
できている。
定期的にチェックリストでチェックする
ときは全員できているので、やり方は
全員わかっていると思われる。OSの
アップデートは機種により、まちまち
なので、評価基準をウイルス対策の
方にまとめた方がよいかもしれない。

・苦手な先生への配慮をお願いしたい。
・情報担当者をサポートできる支援員を継続してほし
い。

Ａ

生

徒

指

導

　身に迫る
危機や不
測の事態に
対応するた
めの能力を
向上させ
る。

11 交通安全指導や避難
訓練（引き渡し訓練含
む）、教職員研修を充実さ
せ、児童・生徒が安全に行
動できるようにする。

安全に行動する支援や取組が、
　４：十分にできた。
　３：概ねできた。
　２：あまりできなかった。
　１：全くできなかった。

4

【小・中学部】
　新型コロナウイルス感染予防のた
め全体での避難訓練や交通教室は
実施できなかったが、学級・学習グ
ループで児童生徒の実態に応じた
訓練や指導を行うことができた。ま
た、夏季休業中に実施した防犯研修
も好評であった。
【高等部】
　取組としては、登下校時の交通安
全立哨、交通安全指導、安全マップ
作成、防犯避難訓練、防犯研修、防
災アドバイザーを招いての地震・火
災対応避難訓練、引き渡し訓練等を
行ってきた。取組の内容における改
善の必要性や課題はあるが、重点目
標は十分に達成できた。

・何のために訓練をするのか、なるべく子どもたちにわ
かるようにしてほしい。
・コロナ禍であっても、全体で又は学級単位でない状況
での避難訓練を行い、「いつ、どこで」災害が起こっても
安全に避難できるようにしておくことが必要。日頃からの
訓練が大切なので、来年度から工夫してほしい。
・自然災害が多くなっている中、障害を持つ児童生徒
にとって経験を積むことは特に大切な訓練だと思う。
・自転車教室を高等部では希望者に開いてもらいた
い。
・危機意識が高いと感じられた。

Ｂ

研

修

自己の研
究課題に
応じた研修
を行い、校
内外の研
修会に参
加すること
で自己の研
鑽に努め、
授業改善を
行う。

12 研究グループで研究課
題に基づき計画的に研修
を行いながら、校内外の研
修会等に参加し、自らの
授業実践に活かす

４：研修を十分に行い、授業実践に活かすことができた
３：おおむね計画的に行い、支援の在り方等を知ることがで
きた
２：計画的にあまり行うことができず、支援の在り方等を知る
ことがほとんどできなかった
１：行うことができなかった 3

・評価４と評価３を合わせると、
96.6％と教職員が計画的に研修
を行うことができたと評価できる
が、評価４が昨年度よりわずかな
がら数値が低くなっている。今後
も計画的な研修を行っていく必要
がある。

・最低限必要なことは、全員年１回は同じことの意識を
持っていただきたい。
・概ね遂行できたと思う。

Ｂ

保

健

体

育

健康で安
心・安全な
学校生活
の実現をめ
ざす。

13 感染防止対策として、
家庭と連携した健康状態
の把握の徹底、正しい手
洗いや咳エチケットの指
導、３密（密閉・密集・密
接）の回避、消毒等に取り
組み、児童・生徒が安心・
安全な学校生活が送れる
ように努める。

４：十分に努めることができた。
３：努めることができた。
２：あまり努めることができなかった。
１：努めることができなかった。

3

　登校時や下校時に検温を行っ
たり、健康観察カードを活用し、
家庭と連携を取りながら、児童・
生徒の健康状態の把握に努める
ことができた。また、保健だよりや
性に関する指導を通して、３密
（密集・密閉・密接）の回避、手洗
いや咳エチケットの指導支援を行
うことができた。

・手洗いや換気など、何のためにするのか、子どもたち
に伝えてほしい。
・感染予防や感染拡大防止対策など、引き続き安心安
全な環境づくりに努めてほしい。また、必要に応じて放
課後等デイサービス事業所と連携してほしい。
・大きな感染拡大等が発生していないのは、先生達や
家族の方の努力と思う。

Ａ

進

路

指

導

一人ひとり
が主体的に
進路を選択
し、将来の
自立を実現
するため
に、あらゆ
る方面から
支援を行
う。

14 児童生徒一人ひとりの
進路実現のために、進路
情報を提供したり、関係機
関と連携したりして日々の
支援に努める。

４：将来の進路実現を見据えて支援することができた。
３：将来の進路実現を見据えて支援するよう努めた。
２：将来の進路実現は意識していたが、十分な支援にはつ
ながらなかった。
１：将来の進路実現について意識できていなかった。

3

　進路相談などを通して、本人・
保護者の進路（実習）希望などを
把握し、進路関係の行事を進め
ることができた。
小中学部と高等部間の情報交換
を概ねスムーズに進めることがで
きた。

・「困っている」や「できました」を伝えることや、一人でで
きることなどを増やしてほしい。
・卒業後を見据えて、小・中・高一貫した支援が望まし
い。
・なかなか伝わりにくいとは思うが、根気強くやることだと
思う。

Ｂ

社会生活
に必要な知
識・技能・
態度の習
得を図り、
卒業後の
自立と社会
参加に繋が
る支援を充
実させると
ともに、
個々の特
性を伸ば
し、社会人
としての資
質と適応力
を高める。

高
等
部

教

務



評価
領域 重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準 評価 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

児童生徒
の支援の充
実を図るた
めに、教職
員の協働
体制を構築
する。

15 学習集団や学部等で
児童・生徒に関する情報
を共有するとともに、より良
い支援を行うために学部
会、学年会、「個別の教育
支援計画」作成会議、同
評価会議、「児童・生徒情
報支援共有会」等を活用
する。

４：児童生徒に関する情報を共有し、支援方針や具体的方
法等について検討し実践することができた。
３：児童生徒に関する情報を共有し、支援方針や具体的方
法等についての検討を行うことができた。
２：児童生徒の実態や関連する状況について情報共有を
図ることができた。
１：児童生徒の実態や関連する状況について情報共有を
図ることができなかった。

3

・高等部では、個別の教育支援
計画の活用方法と生徒情報共有
の方法を変更することで、全ての
教員で情報を共有をすることがで
きるようになり、各生徒の支援方
針や具体的支援方法を共通理解
して、検討する体制を作ることが
できた。
・小・中学部では、各会議等を活
用し学部内の児童・生徒に関する
情報共有や支援方法の検討はで
きた。しかし、学部間での速やか
な情報共有が不十分だった。

・その子の１年間だけでなく、毎年毎年の必要な支援の
継続をお願いしたい。それがその子の力になると思う。
・連携、協働をしてほしい。
・連絡、情報共有に改善の余地あり。

Ｂ

教育・医
療・保健・
福祉・労働
等の関係
機関と連携
し、地域や
校内におけ
る相談支援
体制の充
実を図る。

16 関係機関との連携によ
り、地域や校内の相談支
援やセンターの事業運営
を行う。

４：関係機関との連携を円滑に行い、校内外の相談支援や
センター事業の運営における役割を積極的に果たした。
３：関係機関との連携を図り、校内外の相談支援やセン
ター事業の運営における役割を果たした。
２：関係機関との連携は図ったが、校内外の相談支援やセ
ンター事業の運営における役割が十分に果たせなかった。
１：校内外の相談支援やセンター事業の運営においての役
割が果たせなかった。 3

・小・中・高共に、支援部として
ケース会議や担当者会議に関わ
ることで関係機関との連携を図
り、校内の支援に一定の成果を
得ることができた。しかし、セン
ター事業の運営については、支
援部全体として役割分担が難し
かった。
・センター事業を高等部校舎で
行った際には、高等部教員に依
頼し高等部の紹介も含めて作業
製品の販売も行った。高等部のこ
とを知ってもらう良い機会となっ
た。参加者アンケートからもおお
むね高評価を得た。

・その子に関わる機関は「ワンチーム」になって支えてほ
しい。
・ＩＣＴサポートを活用し、事業をより充実させていってほ
しい。

Ｂ

事

務

保護者や
来校者へ
の適切な対
応に取り組
む。

17 事務室内や教員との連
絡体制を整え、情報を担
当者だけでなく、事務室内
で共有することにより、保
護者及び来客者に対して
迅速で適切な対応に取り
組む。

 ４： 目標が十分達成できた。
 ３： 目標が概ね達成できた。
 ２： 目標があまり達成できなかった。
 １： 目標が達成できなかった。 3

さらに連携を密にし、迅速・適切
な接遇に努めたい。

・丁寧に対応していただいた。
・いつも笑顔で対応していただいている。

Ａ

学校組織
の改善を図
る。

18 各種委員会や分掌に
おける業務の具体的な整
理・見直しを行う。

４：業務の整理や見直しが十分にできた
３：業務の整理や見直しがおおむねできた。
２：業務の整理や見直しがあまりできなかった。
１：業務の整理や見直しが全くできなかった。 3

４，３の合計が８４．２％で、業務の
具体的な整理や見直しがおおむ
ねできた。行事の精選や会議の
削減等、業務の見直しについて
は引き続き協議を重ね、検討して
いく必要がある。

・保護者として先生たちの担当が分かると相談しやす
い。
・本当に必要なものが残って改善されるようにしてほし
い。 Ｂ

勤務状況
の改善を図
る

19 毎週金曜日の「ノー残
業デー」及び、時間外在
校等時間の上限（月４５時
間）を意識し、ワーク・ライ
フ・バランスを心掛けた働
き方を目指す。

４：「ノー残業デー」「時間外在校等時間の上限」を意識して
働くことができた。
３：「ノー残業デー」「時間外在校等時間の上限」を意識して
働くことがおおむねできた。
２：「ノー残業デー」「時間外在校等時間の上限」を意識して
働くことが十分にできなかった。
１：「ノー残業デー」「時間外在校等時間の上限」を意識して
働くことが全くできなかった。

3

４，３の合計が９３．３％で、ワー
ク・ライフ・バランスを意識した働き
方がおおむねできていた。昨年
度の時間外在校等時間に関する
自己評価と比べると、４，３の合計
が６ポイント増加した。この傾向は
持続させていきたい。

・先生たちのおかげで子どもたちも学校に通えるので、
先生たちも心身ともに大切にしてほしい。
・ワーク・ライフ・バランスを心掛けた働き方を意識されて
いる教員が多くなっている傾向が自己評価の結果に出
ていると思う。
・残業をなくすことはなかなか難しいと思うが、改善に向
けた何らかの取組は継続する必要があると思う。

Ｂ

業
務
改
善

支
援
部

６　学校評価総括（取組の成果と課題）

（１）特別支援教育の専門性の向上
　・ICT機器の効果的な活用及び専門家の活用や研修等により、児童生徒一人ひとりの障害や特性に応じた、個別最適な学びと支援が提供できる教職員のさらなる専門性の向上を目指す。
（２）キャリア教育の推進
　・児童生徒の発達段階に応じて身につけさせたい力（人間関係形成能力、情報活用能力、将来設計能力、意思決定能力）を育成するために、卒業後の自立と社会参加を視野に入れた長期的な見通
　 しをもった教育活動を行う。
　・児童生徒の増加に伴い、各学部段階での適切なキャリア教育の実践に向けて、支援体制や進路業務等の見直しを行う。
（３）危機管理対応
　・安心安全な教育環境づくりに向け、「新型コロナウイルス感染症ガイドライン」の随時更新を行うとともに、感染症対策、医療的ケアの実施、学校管理下でのケガ等への対応、登下校時の通学バスの
　安全確保等に、高い危機管理意識をもって臨む。
　・コロナ禍に対応した避難訓練や引き渡し訓練、防災バッグの準備など防災教育の充実を図る。
　・人権教育（偏見や差別、いじめ等含む）の研修の充実を図り、現在の状況や個々の児童生徒に対応できる、教職員の資質能力の向上を図る。
（４）特別支援教育センターとしての役割
　・一人ひとりの教員がその役割をよく理解し、家庭・地域・医療等、各関係機関と連携して、児童生徒の特性や教育的ニーズに応じた支援を行う。
（５）学校運営の充実
・「新しい生活様式」を意識しながら、コミュニティ・スクールの仕組みを生かした地域連携教育を一層推進する。
・各分掌の業務や会議等の見直し等、業務改善を引き続き推進していくとともに、ワークライフバランスを意識した働きやすい職場環境づくりを目指す。

（１）特別支援教育の専門性の向上については、コロナ禍の影響もあり十分に行うことができなかったが、ICT機器を活用しながらオンライン研修等に積極的に参加し、引き続き専門性の向上を図ってい
　　きたい。
　　 また、ほとんどすべての学級で学習用端末を利用するようになったことにより、全ての児童生徒が均等にICT機器を使用できるよう、教員のスキルアップを図り、Society5.0に対応できるよう授業改善に
　  取り組んでいく必要がある。
（２）児童生徒に対する個別最適な支援については、小・中・高一貫で行われるよう学部間での情報共有に課題を残しており、支援方法や具体的な手立てが確実に引き継いでいける体制の確立が急務
　　と考える。
（３）新型コロナウイルス感染症の大きな感染拡大が発生していないことに関しては、適切な感染対策が日常的に実施された結果と考える。今後も引き続き継続し、感染拡大防止に努めたい。また、
　　安心・安全な教育環境づくりという面においては、コロナ禍に対応した避難訓練の実施や、危機管理マニュアルの見直し等についても、専門家の意見を取り入れながら状況に対応した形で随時
　　行う必要がある。
（４）学校運営について、保護者による学校評価（アンケート）では、いずれの項目においても「よくあてはまる」、「あてはまる」といった回答が多かったものの、保護者のニーズに十分に応えているとは
　　思えず、特に項目２の「子どもは学校に行くのを楽しみにしている」に関しては「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」を合わせた結果が１割を超えており、次年度に向けての大きな課題と考
　　えている。児童生徒が安心して、楽しく学べる環境づくりへの取組が必要である。
（５）コロナ禍におけるコミュニティ・スクールの取組の体制整備を行い、地域や関係機関との連携が途絶えぬよう、新たな学校間交流が行えるよう仕組みを考えていく必要がある。

７　次年度への課題


