
　校長　　村岡　秀明

３　本年度重点を置いてめざす成果・特色､取り組むべき課題

（２）中学部
　・個々の生徒のケース会議回数や参加者を見直し､実態把握から支援に活かす方法を検討し学部全体で共有する。
　・校外学習や交流学習についてキャリア教育の視点から各グループの実態に沿った目標を設定し､計画的に取り組む。

（３）高等部
　・生徒一人ひとりの実態把握に努め､保護者との共通理解のもとで､将来の自立に向けた生活力を育むための授業実践を積み上げていく。
　・保護者や関係機関との連携をより一層強化するとともに、小中高の連携を深め早期からの進路指導や情報提供に努めていく。
　・生徒一人ひとりの卒業後の自立した生活に向けて､早い段階から継続的で効果的な支援ができるように学部全体で取り組む。

（４）総務部
  ・学校行事を計画及び運営する部署として､他の分掌との連携を密にし､業務や行事の円滑な実施に努める。
  ・ＰＴＡとさらなる連携を図り､ＰＴＡ活動の充実に向けて､十分な支援を行う。

（５）教務部
　・教育課程が児童生徒の実態に即しているかを検討し､適切な編成に取り組むとともに､個別の指導計画と授業のつながりを見直し､一層の充実と活用を図ることで､児童
　　生徒個々のニーズに応じた指導の充実につなげる。

（６）情報部
　・HPについてはさまざまな機器に対応するための変更を行う。また､更新が滞っているページについては､各学部・分掌と連携を図り､全ページ更新ができるように
　　改善を図っていく。

（７）保体部
　・各会議を計画的､または必要に応じて開催し､会議の内容等を全教職員に共通理解できるように情報提供していく。
　・保健、給食関係では、医療的ケアに関する知識や意識の向上を図るための情報の共有やアレルギー対応委員会の主として食物アレルギーのある除去食の必要な児童生徒
　に対して情報の共有ができるようにしていく。
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１　学校教育目標

◎自己の特性を理解してたくましく生きようとする力の育成と､障害の状態に応じた教育の推進を図る。

◎基本方針
  ・自分の特性を理解し､たくましく生きようとする力を育てる。
  ・健康な心身をつくるとともに､望ましい基本的生活習慣を身につけさせる。
  ・自然・生命を愛し､感性豊かな心を育てる。
  ・自ら考え学ぶ力を育て､学力の充実と向上を図る。
  ・お互いの個性・人格を認め合い､協力・協調する態度を養う。

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）による改善策

（１）小学部
　・定期的な会議だけでなく､教員その他の関係者同士で児童の情報交換を積極的に行い､教員間・保護者・学園との連携を確実に深め､指導や支援に活かしていく。
　・人とかかわる力を図ることに焦点を当て､教材や場の設定の工夫等をして､授業改善に一層取り組んでいく。
　

（13）視覚障害教育センター
　・視覚障害教育センターの活動についての校内評価は難しく､実際に相談を受けた方にアンケートをとって評価､改善を図っていきたい。また研修会の参加者にもアンケ
　　ートを取り､数値としての評価を得たい。
　・大きな課題としては､3年間で構築してきた相談システムの継承発展ののために､担当者の複数配置が望まれる。

（14）聴覚障害教育センター
　・地域に対し､センターの役割や活動内容を周知できるよう様々な場で発信していきたい。
　・センターの業務運営については自己評価も含め校内評価は難しく､実際の相談者や関係機関にアンケートをとって評価の参考とし､改善を図っていきたい。
　・県東部という広域の聴覚障害教育センターとして活動していることや3年間で業務の精選等も進めてきていることから､複数体制で臨めると良い。

（８）生徒部
　・全校集会やふれあいタイムでは､児童生徒の実態を検討し､実施後アンケートの意見を改善を取り入れながら､児童生徒がより楽しめるよう工夫する。
　・周南きらきら祭では､アンケートの反省や意見等を参考にし､より充実したものにしていく。
　・防犯教室・交通安全教室では､発達段階に応じた内容となるよう工夫していく。

（９）研修部
　・児童生徒の実態やニーズを踏まえながら充実した授業研究を推進することで、一人一人の教員の授業力を高めると共に授業改善を図る。
　・教員の専門性を高めるために、自立活動に関する研修会や相談会を計画的に実施し、児童生徒のニーズに応じて外部専門家の活用を積極的に行う。
　・授業公開、研修会等の情報発信を積極的に行い、特別支援教育地域支援部として役割を果たしていく。

（10）進路部
　・保護者への情報提供を充実させる。
　・年度初めに進路説明会を行い､計画的な進路支援を図る。また､小学部保護者向けの進路情報(基礎編)の配布と高等部教員向けの進路情(実践編)の作成着手をめざす。
　・教員への情報提供の充実と支援体制を構築する。新たに進路に関する新着任研修を学部ごとに実施する。

（11）相談部
　・相談部内で､分掌業務の継承と向上が図れるよう適切な分担と連携の図る。
　・多様な状況を抱える児童生徒や保護者の理解をより深め､相談支援の充実を目指す。

（12）地域支援室
　・校内への情報発信を充実させていきたい。
　・関係機関とのネットワーク情報を整理して校内外に提供したい。

（15）業務改善
　・「学校における働き方改革の推進」に基づき、メリハリのある働き方のルール化として「最終退校時刻19：00」「毎月第2、４金曜日ノー残業デー」を設定し、業務
　　改善を推進したい。

【全校共通テーマ】　　小中高及び地域との連携の強化に努め､児童・生徒の将来の豊かな生活につながる支援を充実させる。
【本年度の重点目標】
（１）児童生徒の理解に努め､安全で安心して学びがいのある楽しい学校づくりを行う。
　　・児童生徒の障害の状態や特性に応じた指導・支援の充実のために、児童生徒の理解に努め、適切な教育内容・方法や合理的配慮の検討、教育を受けるための基本的
　　環境の整備、医療的ケアの安全な実施体制の整備を推進する。
（２）小中高の連携や研修機会を充実し､教職員の専門性の継承・向上､授業改善に努める。
　　・児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた授業づくりのために、小中高の連携強化や授業改善のための校内研修会を活性化し、教職員の特別支援教育の専門性の
　　継承と向上に努める。
（３）保護者、地域、関係機関等とのつながりを強め、児童生徒の教育活動や支援の充実を図る。
　　・コミュニティ・スクールの取組みや公開授業、ホームページ等での情報発信を通して、学校、保護者、地域、関係機関のつながりを強め、児童生徒の学習活動や進
　　路支援の充実を図る。

【チャレンジ目標】　多くの人とかかわりをもち､心を伝え合おう　～あいさつを大切にしよう



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 実践目標の達成状況の診断・分析

評
価

　一人ひとりの児童理解に
努めるとともに、安全な環
境を整え、安心して学習活
動に取り組めるようにする。
教職員や保護者、関係機関
との連携を大切にし、個別
の教育支援計画・指導計画
を有効に活用しながら、支
援の充実を図る。

１  児童一人ひとりに応じた
　危機管理や支援等につい
　て、教職員・保護者・保健
　室・学園・関係機関と確実
　な連絡・連携を図る。

４　安全な学校生活に留意し､速やかに関係者と連絡
  を取り情報の共有を確実に行い､今後の指導や支
　援に反映させる事が　できた。
３　必要に応じて関係者と連絡を取り､情報の共有を
　行い､指導や支援に反映させる事ができた。
２　定期的な関係者との連携により､情報の連絡・共
　有を行った。
１　関係者との連携や情報連絡・共有は十分でな
　かった。

3

・確実な情報交換や情報共有のため
に、連絡・連携が浸透し支援や指導に
生かすことができるようになった。教
職員の児童に対する小さな気づきや不
安、保護者等からの情報を必ず主事や
教頭に報告し、解決に向けて連携を図
るよう取り組んできた。また、教職員
から関係機関への情報交換も積極的に
行い、児童理解や支援等に生かすこと
ができた。

指標１　一人ひとりに応じ
　　　た危機管理の徹底

指標２　一人ひとりに応じ
　　　た指導・支援のため
　　　に連携を大切にした
　　　個別の教育支援計画・
　　　指導計画の作成及び
　　　実施

２　児童一人ひとりの実態を
　把握し、課題を考慮した具
　体的な目標や指導・支援方
　法を取り入れた個別の支援
　計画・指導計画を作成し、
　PDCAサイクルで支援の充実
　を図る。

４　支援計画・指導計画をもとに実際の支援・指導を
　行う際、PDCAサイクルを十分に機能させ、児童の支
　援の充実を図ることができた。
３　支援計画・指導計画をもとに実際の支援・指導を
　行う際、PDCAサイクルを行い、児童の支援の充実を
　図ることができた。
２　支援計画・指導計画をもとに実際の支援・指導を
　行う際、PDCAサイクルを行うことが不十分だった。
１　支援計画・指導計画の作成が不十分で、指導や支
　援に生かせなかった

3

・一人ひとりの児童に応じた指導・支
援の充実を図るために、支援計画や指
導計画の評価・改善を意識した教員が
８５％以上にのぼった。
・日々の授業を大事にし、重点目標に
向かっての指導・支援の充実を図るこ
とができた教員が多い。今後も児童理
解をもとに授業改善も図り、一人ひと
りの指導・支援の充実を図っていく。

　生徒一人ひとりの実態に
応じたコミュニケーション
の力の向上に努め､集団や
個人でのかかわりあいを通
して､社会性を身に付け豊
かな心を育む。

３　教員同士や保健室､保護
　者や関係機関との連携を強
　化し､生徒の実態を的確に
　把握し､安心　安全な体制
　のもと､充実した学校生活
　となるようにする。

４　生徒一人ひとりの実態把握が十分にでき､場に応じ
　て指導と支援に活かすことができた。
３　生徒一人ひとりの実態把握ができ､場に応じて指導
　と支援することができた。
２　生徒一人ひとりの実態把握はできたが､場に応じた
　指導と支援に生かすことができなかった。
１　生徒一人ひとりの実態把握が十分でなく､指導と支
　援に生かすことができなかった。

3

・生徒一人ひとりの状況を把握し安全
に教育活動を行っている。教育目標に
ついては体系的、継続的に行っていく
必要があるので個別の教育支援計画の
見直しを全員で行っていき学習評価を
適切に行い次年度に引き継げるように
する。

指標１：生徒の情報の共有
指標２：体験活動や生徒が
　　　集団や個人でのかか
　　　わりあいをもてる場
　　　の設定

４　将来の生活につながるよ
　う､生徒の実態に応じてさ
　まざまな体験活動や生徒が
　集団や個人でのかかわりあ
　いをもてる場を工夫し設定
　する。

４　授業や生活の場面で､生徒が集団や個人でのかかわ
　りあいをもてる場を幅広く計画的に設定することが
　できた。
３　授業や生活の場面で､生徒が集団や個人でのかかわ
　りあいをもてる場を計画的に設定することができた。
２　授業や生活の場面で､生徒が集団や個人でのかかわ
　りあいをもてる場を設定したが計画性がなかった。
１　授業や生活の場面で､生徒が集団や個人でのかかわ
　りあいをもてる場をほとんど設定することができな
　かった。

3

・行事や日々の活動を通じ、集団の中
での自己有用感は高まっている。今後
も進路を見据えて経験的な活動を増や
していく。

　将来の生活を見通した学び
を実践し､一人ひとりの自己
実現・進路実現につながる
キャリア教育を推進する。

５　将来の生活に必要な力を
　育むために､質の高い授業
　を実践するとともに交流や
　共同学習を推進する。

４　将来の生活力を育むような授業や交流を行い､生徒
　は必要な力を十分に高めることができた。
３　将来の生活に必要な力について考察し､生活力を育
　むように授業や交流の改善を進めた。
２　将来を見通した力を育む授業や交流の実践を試み
　たが､効果的な授業や交流には結びつかなかった。
１　生徒の将来の生活に必要な力を見通すことができ
　ず､授業や交流の改善はほとんどできなかった。

3

　教員による自己評価では、多くの教
員が生活力を育むための授業改善に取
り組んだと回答している。今後も将来
の生活に必要な力を育むための授業実
践・授業改善に取り組む必要がある。
同時に保護者との積極的なコミュニ
ケーションにより、共通理解をより深
めていくことが求められる。また、学
校運営協議会等を通じ交流事業をより
効果的に推進していく必要がある。

指標１　自立につながる
　　　指導計画・実践と
　　　各種研修への積極
　　　的取り組み
指標２　関係機関との相
　　　談・連絡と保護者
　　　アンケートの活用

６　生徒個々に適した進路の
　実現に向けて､保護者・関
　係機関と連携しながら取り
　組む。

４　生徒個々に適した進路実現につながる指導を、保護
　者・関係機関と連携して効果的に実施することができ
　た。
３　生徒個々に適した進路実現につながる指導につい
　て、保護者等と連携して取り組んだ。
２　進路実現に向けた指導に取り組んだが、保護者等と
　連携などはうまくできなかった。
１　生徒の進路実現に向けた視点が十分ではなく、生徒
　個々に応じた支援の取り組みはできなかった。

4

　教員の自己評価では、保護者や関係
機関との連携による進路指導について
は、比較的に高い評価になっている。
今後もすべての生徒の進路実現に向
け、保護者や関係機関との連携をより
一層強化しながら、生徒一人ひとりの
進路希望に応じた情報提供に努めてい
く必要がある。

  児童生徒が安全で快適かつ
充実した学校生活が送れるよ
うに､儀式的行事や校内美化
活動を考える。また､保護者
との連携を深め､ＰＴＡ活動
の充実に努める。

７　合理的配慮の視点に立っ
　た儀式的行事づくりを検討
　し､運営する。

４　計画通り実施し､満足のいく儀式的行事ができた。
３　計画通り実施できた。
２　計画通り実施できたが､不十分なところがあった。
１　計画通りには実施できなかった。 3

・情報保障に関しては全儀式において
テロップと手話を併用し行うことがで
きた。また儀式の時間に関しては、体
裁を保ちつつ極力短くなるよう計画
し、年度当初以降はほぼ想定時間内に
終了できた。

８　周南夏まつり等のＰＴＡ
　行事の支援を通して､保護者
　と教職員との連携を深めＰ
　ＴＡ活動の充実に努める。

４　十分なＰＴＡ活動への支援ができ､保護者との連携
　が深まった。
３　ＰＴＡ活動への支援ができ､保護者と連携ができた。
２　あまりＰＴＡ活動への支援ができず､保護者との連
　携も不十分  だった。
１　ＰＴＡ活動への支援ができず､保護者との連携もで
　きなかった。

3

・ＰＴＡ役員や保護者、ボランティ
ア、教職員の方々のご協力により、周
南夏まつり等のＰＴＡ行事を成功裏に
終わらせることができた。また、日頃
のＰＴＡ活動においても学校と相互に
協力しながら順調に行うことができ
た。

９　全教員による通常清掃を
　毎 週火・木に､職員清掃を
　学期に１回実施し､衛生面
　および設備面において安心
　できる環境づくりを行う。

４　計画通り実施し､安全かつ衛生的な環境つくりがで
　きた。
３　計画通り実施できた。
２　計画通り実施できたが､不十分なところがあった。
１　計画通りには実施できなかった。

3

・職員清掃に関しては計画通り実行
し、年間を通しほぼ清潔な校内環境を
維持できたが、汚れやすい箇所があり
来年度以降の課題である。

教
務
部

　児童生徒一人ひとりの教育
的ニーズに応じて､適切な教
育的支援を行う。

指標　教育課程委員会の開催
　　新学習指導要領への対応､
　　個別の指導計画と授業の
　　つながり

10　新学習指導要領に対応で
　きるように教育課程および
　個別の指導計画を見直し、
　授業実践の充実を図る。
　

４　教育課程委員会を２回以上開催し､学習指導要領に
　即した個別の指導計画へと見直すことができ、授業
　とのつながりを考慮しながら学習を行うことができ
　た。
３　教育課程委員会を２回以上開催し､個別の指導計画
　と授業のつながりを考慮しながら学習を行うことがで
　きた。
２　教育課程委員会を１回開催したが､個別の指導計画
　と授業のつながりを考慮した学習を行うことはできな
　かった。
１　教育課程委員会を実施することができず、児童生徒
　の実態に即しているかの検討､個別の指導計画と授業
　とのつながりの見直し､どちらも行うことができなか
　った。

3

・教育課程員会を全体で２回各学部で
も２回以上実施し、教育課程の見直
し、新指導要領への対応のためのカリ
キュラムマネジメントを行うことがで
きた。課題となっている学部間のつな
がりについては一部見直しを行うこと
ができたが、さらなる見直しを続ける
ことが必要である。

児童生徒が校外に
出て、一緒に活動
できる機会があれ
ばよい。また、授
業支援に協力でき
ることがあれば
言ってほしい。

４　自己評価

小
学
部

児童の障害に応じ
た支援に取り組ん
でいただきたい。
また、障害に応じ
たきめ細やかな対
応が、将来の成長
に繋がるのではな
いか。

Ｂ

Ｂ

中
学
部

成長著しい生徒へ
の継続した支援を
お願いしたい。校
外での学習をたく
さん経験してほし
い。

Ｂ

高
等
部

生徒、保護者の要
望をくみ取り、卒
業後の進路開拓に
向けて取り組んで
ほしい。
健常者（同世代）
の方との交流の場
を設定してほし
い。

Ｂ

総
務
部 指標１　児童生徒の実態に応

　　　じた儀式的行事の運営
指標２　周南夏まつり等のＰ
　　　ＴＡ行事の支援
指標３　職員清掃と通常清掃
　　　の企画と運営

地域への回覧等で
情報発信ができて
いると思う。周南
夏まつりでは生徒
一人ひとりが生き
生きと活動できて
いた。ＰＴＡやボ
ランティア等多く
の協力で､すばらし
いイベントになっ
ている。
校内はきれいだと
思う。

Ｂ



　児童生徒や校内の情報を
適切に発信することができる
ように､ＨＰの定期的な点検
を行い､更新につとめる。

指標１　ＨＰ構築達成度
指標２　点検・更新回数

11　さまざまな機器に適切な
　情報発信ができるＨＰの構
　築につとめる。
　

４　さまざまな機器に対応するＨＰが構築できた。
３　さまざまな機器に対応するＨＰの構築に取り組み、
　進めることができた。
２　さまざまな機器に対応するＨＰの構築に取り組ん
　だが、進めることができなかった。
１　さまざまな機器に対応するＨＰの構築に取りかか
　れなかった。

3

さまざまな機器に対応するＨＰに移行
することができた。しかし、年度途中
のＯＳのアップグレードの影響で新し
いＨＰ作成ソフトとの互換確認作業に
時間を取られ、現段階では最新版の情
報発信に至っていない。

12　更新が滞っているページ
　がないよう点検をするとと
　もに、各学部・分掌と連携
　し､ＨＰの定期的な更新に
　つとめる｡

４　月に２回以上ＨＰの更新及び点検を行い､校内の情
　報を十分に発信することができた。
３　月に２回以上ＨＰの更新を行い､校内の情報を発信
　することができた。
２　月に１回以上ＨＰの更新を行い､校内の情報を発信
　することができた。
１　月に１回以上ＨＰの更新を行うことができず､校内
　の情報を発信することができなかった。

3

月に２回以上のＨＰ更新や点検を行
い、学校行事や各分掌からの情報発信
は確実にできた。次年度は、各学部か
らの情報発信もできるよう進めていき
たい。

保
体
部

　学校の環境整備を図ること
により､児童生徒が健康で安
全な学校生活が送れるように
努める。

指標１　情報提供の充実と
　　　共通理解

13　各係が､必要な内容等に
　ついて全教職員へ情報提供
　をし､共通理解していく｡
　（病棟情報交換会､医療的
　配慮検討委員､学校保健安
　全委員会､保健や体育に関
　する内容､体育館の使用状
　況､給食外部との連絡､学校
　内給食状況等）

４　各係が､必要な内容等について全教職員へ情報提供
　をし､十分に共通理解することができた。
３　各係が､必要な内容等について全教職員へ情報提供
　をし､共通理解することができた
２　各係が､必要な内容等について全教職員へ情報提供
　をしたが､あまり共通理解することができなかった。
１　各係が､必要な内容等について全教職員へ情報提供
　や共通理解をすることができなかった。

3

評価基準３，４が合わせて９０％あ
り、各係が必要な内容等について、全
教職員へ情報提供をし、共通理解する
ことができたと思われる。今後も保体
部全体から情報を発信し、各学部の係
を中心に、各学部へ具体的な情報提供
を行いながら、十分に共通理解できる
ようにしていきたい。また、今後、よ
り必要と思われる情報をわかりやすく
情報提供できるような方法を工夫して
いきたい。

引き続き保護者や
学園と連携を図
り、児童生徒の安
全・安心な学習環
境整備に努めてほ
しい。

Ｂ

　
 児童生徒に寄り添った多様
な表現活動の場を設け､活力
があり安全で安心した学校生
活が送れるように努める。

14　全校集会・委員会活動や
　ふれあいタイム等を通じて
　他学部や他学級の児童生徒
  とともに活動する機会をつ
　くる。

４　諸行事を通じて児童生徒間で十分にふれあう機会が
　できた。
３　計画通り実施することができた。
２　計画通り実施できたが､不十分なところがあった。
１　計画通りには実施できなかった。

3

各担任担当の教員と情報交換を重ねなが
ら、児童生徒の実態把握に努め、安全面や
情報の保障などの合理的な配慮を意識して
取り組むことができた。グループでの活動
を設定することで、より盛んに学部を超え
た交流ができた。

指標１ 全校集会・委員会
      活動の充実
指標２ きらきら祭の充実
指標３ 点検・訓練・研修
      会の回数

15　児童生徒の実態に寄り添
　った多様な表現の場を提供
　し周南きらきら祭をさらに
　充実させる。

４　十分検討し､多様な表現活動の場を提供することが
　できた。
３　計画通り実施することができた。
２　計画通り実施できたが､不十分なところがあった。
１　計画通りには実施できなかった。

2

各グループ毎に、児童生徒の実態に合わせ
た学習発表がなされていた。反面、安全管
理上の決まりが共通理解ができていない部
分もあった。来年度は実行委員の構成員数
や会議の時期を工夫してさらに組織的な対
応がなされるべきである。

16　避難誘導訓練と月１回の
　安全点検を行い､安全で安
　心して学べる環境をつくる｡

４　計画通り実施でき､十分に安全な環境づくりができ
　た。
３　計画通り実施することができた。
２　計画通り実施できたが､不十分なところがあった。
１　計画通りには実施できなかった。

3

多様な非常事態にも対応できるように、３
回の避難訓練を中心に確認することができ
た。次年度は本年度の反省を踏まえて、引
き渡し訓練を実施するなど、可能な範囲内
でステップアップした取組を行い、より良
い学校安全をめざしていきたい。

　授業研究を通して授業改善
を図るとともに、自立活動を
中心とした研修を通して専門
性を高める。また、地域支援
室として積極的に情報を発信
する。

17 グループ研修を通じて、授
　業や児童生徒の支援につい
  ての理解を深めながら授業
  改善を図る。

４　グループ研修での取組みが、授業改善に十分に結び
　ついた。
３　グループ研修での取組みが、授業改善にほぼ結びつ
　いた。
２　グループ研修での取組みは、授業改善にあまりつながら
　なかった。
１　グループ研修での取組みは、授業改善に結びつかな
　かった。

3

回答では評価４が25％、評価３が60％
と合わせて85％以上あったことから、
グループ研修での取組みが授業改善に
結びついたことがうかがえる。しか
し、評価２が13％もあったことから、
研修内容や研修方法に課題があるもの
と思われるので、今後のまとめで明ら
かにして次年度につなげたい。

 授業研究を通して授業改善
を図るとともに、自立活動を
中心とした研修を通して専門
性を高める。また、地域支援
室として積極的に情報を発信
する.

18　自立活動を中心とした
　研修会や相談会を充実
　させることで、専門性
　の向上を図る。

４　研修会や相談会を通じて、専門性の向上を十分に図
　ることができた。
３　研修会や相談会を通じて、専門性の向上をある程度
　図ることができた。
２　研修会や相談会を開催したが、専門性の向上があま
　り図れなかった。
１　研修会や相談会を開催したが、専門性の向上がほと
　んど図れなかった。

3

回答では評価４が22％、評価３が63％
と合わせて85％あったことから、新着
任者研修、自立活動相談会、ミニ研修
講座などの研修会の機会が、教職員の
専門性の向上に結び付いたものと考え
る。評価2と無回答の14％については、
教員のニーズに内容が応じていなかっ
たことも考えられるので改善したい。

指標１　授業改善
指標２　専門性の向上
指標３　情報発信

19  地域支援室として研修
　会や授業公開に関する情
　報について、地域や関係諸
　機関や保護者に積極的に
　情報提供を行う。

４　研修会や授業公開を通して、地域や関係諸機関や保
　護者に情報提供を十分行えた。
３　研修会や授業公開を通して、地域や関係諸機関や保
　護者に情報提供を行えた。
２　研修会や授業公開を通して、地域や関係諸機関や保
　護者に情報提供をあまり行えなかった。
１　研修会や授業公開を通して、地域や関係諸機関や保
　護者に情報提供を行えなかった。

3

回答では評価４が14％、評価３が65％
と合わせて79％あったので、概ね情報
提供を図ることができたと思われる。
半面、評価3と無回答を合わせて22％
あったことから、情報提供が不十分
だったと感じている教職員も十数人い
るので、研修会の案内の回数が少ない
のか、情報提供の仕方に問題があるの
か、現状を分掌で見直していきたい。

　一人ひとりの自己選択､自
己決定を支える進路支援の
充実に努める。

20　児童生徒や保護者を対象
　としては「進路のてびき」
　等の配布や進路説明会､情
　報交換会､教員を対象とし
　ては研修会や見学会を実施
　することで､進路情報を計
　画的に､また､わかりやすく
　提供できるように努める。

４　必要な進路情報を計画的にわかりやすく提供するこ
　とができた。
３　進路情報を計画的に提供することができた。
２　進路情報を計画的に提供したが､内容や機会に課題
　が残った。
１　進路情報を計画的に提供できなかった。

3

・３と４の評価を合わせると８９％で
あり、概ね目標を達成できたと考え
る。「進路のてびき」の配布、職業ガ
イダンスの実施等によるものと考え
る。一方、小学部には、２の評価もあ
る。早期から進路支援を進めるため、
どの学部の教員にも分かりやすい情報
や学部に応じた情報提供の内容や方法
を引き続き工夫したい。

指標１　情報提供の回数と
      内容
指標２　各種会議や研修の
　　　回数と内容
指標３　関係機関と連携し
　　　て実施する行事の回
　　　数と内容

21　進路支援会議や小中高連
　携進路情報交換会等を通し
　て教員間で連携を図るとと
　もに、関係機関とも連携を
　図り、見学や現場実習、進
　路相談会等を実施し、児童
　生徒一人ひとりに応じた進
　路支援に努める。

４  保護者や関係機関､教員間で十分連携し､児童生徒一
　人ひとりに応じた進路支援を行うことができた。
３ 保護者や関係機関､教員間で連携し､児童生徒一人ひ
　とりに応じた進路支援を行うことができた。
２ 保護者や関係機関､教員間での連携が不十分で､児童
　生徒一人ひとりに応じた進路支援を行うことがあまり
　できなかった。
１ 保護者や関係機関､教員間での連携ができず､児童生
　徒一人ひとりに応じた進路支援を行うことができな
　かった。

3

・３と４の評価を合わせると８７％で
あり、概ね目標を達成できたと考え
る。しかし、その内、４の評価は２
２％であり、小中学部では２の評価も
少数ながらある。早期から将来の地域
生活に備え、関係機関とのつながりが
実感できるような支援体制を整えるこ
とや、学部間、学部内の連携を進める
会議・研修の在り方を検討したい。

Ｂ

Ｂ

小学部の頃から職
場体験を実施した
り、中学部の生徒が
高等部の教員から
キャリア教育を受け
たりする機会を設け
るなど、小中高が連
携して進路指導を展
開してほしい。

生
徒
部

ホームページで通
信等、学校の様子
を適宜知らせてほ
しい。画面上の充
実をお願いした
い。

進
路
部

Ｂ

Ｂ

研
修
部

情
報
部

児童生徒の引き渡
し訓練について今
後実施していただ
きたい。

地域への授業公開
や情報発信を今後
も積極的に行って
ほしい。



　各学部が連携協力し、相談
や支援に関する専門性の継承
や向上に努め、適切な相談業
務の運営に努める。

22　昨年度の反省を生かすと
　共に各学部が協力して適切
　な業　務運営に努める。
　学部間の情報共有に努め、
　適切な相談や支援を図る。
　悩みアンケートの計画的な
　実 施やＳＣの活用など校
　内児童 生徒、保護者支援
　に継続的に努める。

４  相談や支援に関する専門性の継承と向上に努め､各
　学部などと連携して支援や教育相談を行うことができ
　た。
３  相談や支援に関する専門性の継承と向上に努め､支
　援や教育相談を行うことができた。
２  相談や支援に関する専門性の継承と向上､各学部と
　の連携を目指したが不十分であり､満足のいく支援や
　教育相談が行えなかった。
１　相談支援体制が整わず､支援や教育相談を十分に行
　うことができなかった。

3

・改善の必要性が出てきた業務内容に
ついては迅速に対応している。
・多様な児童生徒の実態や保護者の要
望に対応できるように努めると共に、
滑らかな就学や進学に繋がるような事
前教育相談の実施に努力している。ま
た、必要な情報が学校間で共有できる
ように努めていく。
・小学部児童とカランセラーの接する
機会を作ることができた。

指標１　相談実施件数
指標２　体験入学及び オ
　　　ープ ンスクールの
　　　参加人数
指標３　幼児教育相談の実
　　　施回数

23　保護者を講師に招いて講
　座を行うなど、定期幼児教
　育相談を計画的に実施する。
　　反省を生かして､体験入
　学及び、オープンスクール
　を､計画的に実施する。
　　いじめ等に関する校内研
　修を実施する。

４  体験入学及びオープンスクールや定期幼児教育相談
　を計画通り実施し､教育相談に繋げることができた。
３　体験入学及びオープンスクールや定期幼児教育相談
　を計画通り実施することができた。
２　体験入学及びオープンスクールや定期幼児教育相談
　を実施した｡
１　体験入学及びオープンスクールや定期幼児教育相談
　を計画的に実施することはできなかった。

3

・定期幼児教育相談では、情報収集に
努め、適切な運営に繋げることができ
ている。また、保護者の協力を得て、
有意義な保護者講座を開催することが
できた。
・サテライト研修を実施し、いじめに
関する教員研修を実施できた。今後、
いじめに対処する具体的な校内の流れ
を県の方向性と合わせて再整備する。
いじめ対策委員会での内容やＳＣの来
校相談などの取組状況は、ＰＴＡ総会
などを通して適切に広報をしていく。
・業務の精選は課題である。

地
域
支
援
室

　巡回訪問・要請訪問を充実
させ、訪問後の継続的な学校
支援を行う

指標１　相談活動と研修協力

24　各相談活動や研修協力に
おいて、支援ニーズに応じた
情報提供を行い、フォローア
ップを心がける。

４　より丁寧で支援ニーズに応じた相談活動と研修協力
　を実施できた。
３　支援ニーズに応じた相談活動と研修協力を実施でき
　た。
２　相談活動と研修協力を実施した。
１　十分な相談活動と研修協力ができなかった。

3

　巡回訪問・要請訪問では、事前に各
学校のニーズを把握し、必要な情報を
提供するための作成資料や書籍や教材
等を紹介したり、依頼に応じた研修を
行うなど、実情に応じた情報提供を
行った。必要に応じて、センターや市
教委等と連携しながら支援を行った。

視
覚
障
害
教
育

セ
ン
タ
ー

　見えにくさのある幼児児童
生徒の支援を充実する。

指標１　相談活動の評価

25　見えにくさのある幼児児
童生徒に対する相談活動（要
請訪問・来校相談・相談会）
後にアンケートを実施して評
価をする。

４　相談支援が役に立った評価が8割以上だった。
３　相談支援が役に立った評価が6割から8割未満だっ
　た。
２　相談支援が役に立った評価が4割から6割未満だっ
　た。
１　相談支援が役に立った評価が4割未満だった。 4

　見え方・きこえ方の相談会、要請訪
問、来校相談後のアンケート（３０）
では、相談での満足度は「よかった」
が９６％だった。まあまあを含めると
１００％であり、ニーズに合った相談
が実施できた。ただ、相談者のほとん
どが小学生であり、乳幼児や中学生、
高校生の相談は少なかった。また、現
在の相談体制を継続する人材育成が課
題である。

聴
覚
障
害
教
育

セ
ン
タ
ー

　きこえにくさのある幼児児
童生徒に対する支援を充実す
る。

指標１　相談活動の評価

26　きこえにくさのある幼児
児童生徒に対する相談活動
（要請訪問・来校相談・相談
会）後にアンケートを実施し
て評価する。

４　相談支援が役に立った評価が8割以上だった。
３　相談支援が役に立った評価が6割以上8割未満だった。
２　相談支援が役に立った評価が4割以上6割未満だった。
１　相談支援が役に立った評価が4割未満だった。

4

　見え方・きこえ方の相談において、
相談での満足度は「よかった」が100％
であった。きこえ方についてはその背
景に発達障害やＡＰＤが存在すること
もあるため、それぞれの専門の医療と
も連携を取っていく必要がある。ま
た、現在の相談体制を継続する人材育
成が喫緊の課題である。

 最終退校時刻を19:00に設定
し、取り組む。

指標１　業務内容の見直し
指標２　業務時間等の改善

27　各学部、分掌内で業務内
  容のスリム化、業務分担の
  公平性を図る。

４　8割以上の教職員が最終退校時刻退校した。
３　6割以上から8割未満の教職員が最終退校時刻退校し
　た。
２　5割以上から6割未満の教職員が最終退校時刻退校し
　た。
１　最終退校時刻退校した教職員は半数未満だった。

4

・業務時間記録から集計し、教職員の
平均取得率は9割程度であった。ただ、
一定数の教職員が最終退庁時刻を越え
て業務を行う実態もみられ、業務分担
の均衡化、業務の精選等が課題であ
る。

　毎月第２,４金曜日を「ノー
残業デー」として設定し、取
り組む。
　
指標１　業務内容の見直し
指標２　業務時間等の改善

28 　「ノー残業デー」実施日
　に朝礼で教職員に呼びかけ
　を行ったり、終業時刻に
  チャイムを鳴らしたりして
  周知を図る。

４　7割以上の教職員が「ノー残業デー」に取り組んだ。
３　5割以上7割未満の教職員が「ノー残業デー」に取り
   組んだ。
２　4割以上5割未満の教職員が「ノー残業デー」に取り
   組んだ。
１　「ノー残業デー」に取り組んだ教職員は4割未満
   だった。

3

・教職員全体の平均取得率は6割程度で
あった。しかしながら、定時退校は叶
わなくとも、いつもより早く退校する
傾向がみられ、時間外業務時間の短縮
につながっていると思われる。今後は
設定日以外にも、取得を促す試みをす
るなど、必要な方策を講じていきた
い。

６　学校評価総括（取組の成果と課題）　

７　次年度への改善策

不安を抱える乳幼
児とその親への支
援について、市や
県が連携を密にし
て相談業務に当
たってほしい。ま
た、担当者が変
わっても、業務の
質が維持できるよ
う努めてほしい。

Ｂ

相
談
部

業
務
改
善

Ａ

保護者アンケート
の「こどもの悩み
に速やかに対応」
する」という項目
で、保護者の「わ
からない」という
選択肢の回答が多
かった。慎重に受
け止め、今後、必
要な対応を講じて
ほしい。

会議に係る時間制
限を設ける、業務
内容を見直すこと
を視野に入れた重
点目標を設定して
みてはどうか。
ノー残業デーの回
数を増やしたり、
100％取得を目指し
たりする工夫が求
められるのではな
いか。

Ｂ

【本年度の重点目標】
（１）児童生徒の理解に努め､安全で安心して学びがいのある楽しい学校づくりを行う。
　　・児童生徒の障害の状態や特性に応じた指導・支援の充実のために、児童生徒の理解に努め、適切な教育内容・方法や合理的配慮の検討、教育を受けるための基本的 環境の整
　　備、医療的ケアの安全な実施体制の整備を推進する。
　《成果と課題 》
     ○避難訓練で学校防災アドバイザーの助言を得て、大規模災害を想定した引き渡し訓練の手技を確認する避難訓練を行った。また、隣接する医療機関と連携を図り、有事の際
　　 の協力体制についてマニュアルの整備、改善に取り組んだ。今後、個人備蓄品袋の備えを進めるとともに、保護者への児童生徒の引き渡し訓練を計画していきたい。
　　 ○教育活動において、校内組織が連携して合理的配慮の提供、校内体制が整いつつある。今後はより包括的な「インクルーシブ教育」の推進が求められる。
　　 ○学校看護師、教員・保護者等がそれぞれの役割を果たし、医療的ケアの提供が確実なものとなってきている。また、医療的ケア体制構築事業の指定校として事業に参画し、
　　 訪問教育在籍児童の通学籍移行に向けた取組を展開し、成果を得た。次年度も引き続き、山口県立大学等と連携し、助言を得ながら必要な体制整備の構築に努めていきたい。
　　 ○インシデント・アクシデント事例が発生した場合は、素早く報告、情報共有を図り再発防止に努めてきた。また、年度が替わる際、各学部、新旧担当者間で情報共有、引継
　　 ぎを確実に行い、安全・安心な学習環境づくりに努めていく。
（２）小中高の連携や研修機会を充実し､教職員の専門性の継承・向上､授業改善に努める。
　　・児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた授業づくりのために、小中高の連携強化や授業改善のための校内研修会を活性化し、教職員の特別支援教育の専門性の継承と向
     上に努める。
　《成果と課題 》
    ○講師を招き人権教育研修会を開催したり、企業協力による視線入力機器に関する研修会を開催したりして、外部の協力を得て校内研修の活性化、教育活動につなげた。
　　○教職員全体でKJ法によるワーキング研修会を実施したり、研修報告会を開催したりして、研修の成果を共有した。
    ○新学習指導要領の趣旨を踏まえ、個々の教育的ニーズに即した指導計画の作成、教育活動の充実を図る必要がある。
（３）保護者、地域、関係機関等とのつながりを強め、児童生徒の教育活動や支援の充実を図る。
　　・コミュニティ・スクールの取組みや公開授業、ホームページ等での情報発信を通して、学校、保護者、地域、関係機関のつながりを強め、児童生徒の学習活動や進路支援の
　　充実を図る。
   《成果と課題 》
　　○公共施設において児童生徒の作品展や販売活動を展開したり、近隣の学生、生徒によるボランティア協力を要請したりして、本校教育への理解啓発に努めた。
    ○企業の協力により、遠隔地社会見学への参加や、出前授業、現場実習、進路に関するキャリア教育の充実に努め、一定の成果を得た。
　　○ホームページを定期的に更新し、児童生徒の様子や学校の取組を外部に発信する取組を計画的に行う。
　　○コミュニティ・スクールにおいて、関係機関、地域の方々からの学校支援を教育現場のニーズにつなげ、連携した取組を展開していく必要がある。



（15）業務改善
　　・各種委員会、会議等の開催回数を精選する試行を試み、計画的・効率的な業務運営を推進する。
　　・各学部・分掌内で業務内容の見直しや業務担当の均衡化を促し、時間外勤務時間の削減を図る。
　　・「ノー残業デーの実施」では、教職員各自が柔軟に実施日を設定して取り組んでいけるよう推進していく。

（６）情報部
    ・今年度改善した点を充実させ、各学部・分掌と連携しながら鮮度が高い情報発信に努めていく。
　　・安心安全な個人情報の取り扱いについて検討する。
（７）保体部
　　・各会議を計画的また必要に応じて開催し、会議の内容等を全教職員に共通理解できるように情報提供していく。
　　・保健関係（医療的ケア含む）については、感染症の対応についての最新版や現在のものより分かりやすい指示書の作成などを検討し、整備することでより充実したものを提供
    していきたい。
　　・アレルギー対応については、特に食物アレルギーのある除去食の必要な児童生徒についての情報の共有ができるようにしていく。

（８）生徒部
    ・全校集会や委員会活動では、学部を超えた児童生徒の交流がさらに発展していくように、アンケート等の結果を踏まえて実施内容の検討をしていく。
    ・きらきら祭実行委員会の構成員を精選し、夏休み等を利用して会を重ねることで、より充実した討論や運営ができるようにする。
　　・避難訓練の内容について検討し、児童生徒の実態を踏まえながら、引き渡し訓練を実施する。土砂災害への備えを検討する。

（９）研修部
    ・新教育課程の観点を踏まえた授業の充実を図るため、校内研修（全体・学部・グループ等）の体制や研修方法の改善や工夫に努める。
    ・教員のニーズを十分把握し、実態に応じた指導の在り方と自立活動の専門性を高めるための研修会や相談会の充実を図る。

（10）進路部
    ・よりよいキャリア教育・進路支援に向けて、支援体制の構築を図る。
　  　「ストーリーのみえる進路支援」をめざし、今年度改善した点を含め、各学部段階での児童生徒・保護者・教員に対するよりよい支援の方法や流れを検討し、提示する。
    ・ニーズや課題の把握に努める
　　　保護者・教員を対象にアンケートを実施する。
　　・情報提供の充実を図る
　　　卒業後の生活についての研修会を行う。保護者を対象に、「進路のてびき」を配布し、説明の機会を設ける。教員を対象に、会議の改善を図り、学部間連携の在り方を検討す
る。（11）相談部
　　・SCと連携した校内相談体制の充実と保護者への広報活動。「学びの場」の適切な検討。いじめ対策の必要な整備。

（12）地域支援室
　　・センター、サブセンター等と連携し、地域の肢体不自由学級や病弱学級の実情やニーズを把握し、必要な情報提供や相談支援を行う。

（４）総務部
    ・儀式的行事では、現状を維持しつつよりスムーズな準備、運営ができるような方法（柔軟な対応もできるマニュアルの作成など）を考える。
　　・職員清掃では今年度の状況を踏まえ、より適切な清掃場所の設定及び人員配置を行う。

（５）教務部
　　・学習指導要領の改訂を踏まえ、研修部と連携しながら新着任研修等で本校教育課程についての理解・啓発に努めていく。
　　・教育課程委員会による検討に加え、学部会・職員会議などの場を利用して、情報共有がさらに進むように努めていく。

（13）視覚障害教育センター
　　・乳幼児、中学生、高校生への相談を拡充していく。相談会の案内を幼稚園、保育所や高等学校へ配布することを検討する。

（14）聴覚障害教育センター
　　・医療・福祉との連携により、乳幼児から高校生までの相談の拡充と、小から中、中から高、高から大または就労先への移行支援の充実を図る。

（３）高等部
　　・交流や共同学習を積極的に推進するとともに、卒業後に必要となる力をつけるための指導内容について保護者との連携を密にし、質の高い授業の実践に努める。
　　・生徒一人ひとりに適した進路実現のため、必要に応じ個別に保護者と関係機関との相談の場を設けるなど、保護者へ進路に関する情報を適時発信する。

（１）小学部
　　・教員の専門性を高め、子どもの実態や個性に応じた授業改善を行う。
　　・保護者や関係機関とつながり、教員のチームワークを生かした学部をつくる。

（２）中学部
　　・学部のキャリア教育の計画立案において、小・中・高や地域の学校との連携をはかりながら、中学部での指導計画をたて、指導の基とする。
　　・生徒一人ひとりの将来を見通した学習形態や教育課程について協議し、中学部の教員がそれぞれの課題や目標を理解した上で教育活動を行うようにする。
　


