
平成29年度学校評価シート
１　目指す学校像 　　　　　　　　　　　国立高知病院分校

２　本年度の教育目標

項　目 昨年度の課題 本年度の目標 目標達成のための手だて 今後の課題
○教科別指導を重視す
る。
◆国語・数学（算数）
等の教科別指導を全課
程に位置付ける。
◆国語・数学（算数）
等の指導内容を系統的
に整理しすべての児童
生徒が学ぶ。

○全ての類型の教育課程に国語、数学
（算数）等の教科を位置づけ、実践的な
取組を進め、学期毎に各グループ、学
部、学校全体で振り返りを行う。
○類型ごとの縦割り授業研究を行い、教
科等の指導内容や方法について、学部を
超えた実践交流を行う。
○個別の指導計画に各教科の目標を明記
し取り組み、評価を丁寧に行い、次学
期、次年度に繋げる。
○夏季休業中の教育課程研究集会におい
て、本校、分校の取組についての情報交
換を行い、２学期からの実践に活かす。

○全ての類型の教育課程に国語、数学（算数）等
の教科を位置づけて取り組み、各グループ等で実
践の振り返りができた。新学習指導要領に基づい
た教育課程や指導内容の検討が必要である。
〇教育課程研での実践報告、グループ授業研３
回、発達段階別縦割りグループ研４回等を実施
し、各児童生徒の課題に応じた「国語」「数学
（算数）」を模索できた。
■教育課程の改善
教科別の指導ー1（わかる授業）
教員①12.5%②70.8%③12.5%④4.2%
教科別の指導ー２（ねらいの明確化と評価の実
施）教員①19.0%②61.9%③19.0%④0.0%

■教育課程の改善
教科別の指導ー1（わかる授業）
保護者①84.6%②7.7%④0.0%⑤7.7%
関係者①56.3%②28.1%④3.1%⑤
12.5%
教科別の指導ー２（ねらいの明確
化と評価の実施）
保護者①100%②0.0%④0.0%⑤0.0%
関係者①53.1%②40.6%④0.0%⑤
6.3%

〇各児童生徒の好みや得意・不得
意等を理解し、各自の状態に合わ
せて授業ができている。
〇カンファレンス等で情報共有が
できている。

○自立活動を強化す
る。
◆ＰＴ、ＳＴ等との連
携を一層推進する。
◆コミュニケーション
の指導の充実を図る。

○エビデンスに基づいた指導を行うた
め、ＰＴ、ＳＴ等の外部講師を迎えて研
修を行い、自立活動の指導の向上に繋げ
る。
○コミュニケーションについての研修を
開催する。
○各児童生徒のコミュニケーション能力
についての評価を行う。
○昨年度作成した「心がつながるコミュ
ニケーションチェックリスト」を活用し
て、コミュニケーション力向上を目指し
た指導方法についての実践研究に取り組
む。

〇ＰＴ、ＳＴ、ＯＲＴ等の外部講師を迎えて研修
を計画的に行い、自立活動等の指導に活かすこと
ができた。
〇夏季休業中に、コミュニケーションについての
研修会を実施した。
〇発達段階別縦割りグループ研等で情報交換しな
がら、各児童生徒のコミュニケーション能力につ
いての評価を行うことができた。また、縦割りグ
ループ研で、チェックリストを使って発達段階に
応じた、関わるうえで大切にしたいポイントなど
を確認し、授業改善に活かした。
■自立活動の強化ー１（専門家の活用）
教員①52.0%②44.0%③4.0%④0.0%
■自立活動の強化ー２（コミュニケーション）
教員①46.2%②38.5%③15.4%④0.0%

■自立活動の強化ー１（専門家の
活用）
保護者①84.6%②7.7%④0.0%⑤7.7%
関係者①37.5%②34.4%④0.0%⑤
28.1%
■自立活動の強化ー２（コミュニ
ケーション）
保護者①92.3%②7.7%④0.0%⑤0.0%
関係者①43.8%②37.5%④0.0%⑤
18.8%

〇専門家と連携して自立活動の指
導ができていると思うが、もっと一
人一人に時間を取ってしてほしい。
〇学校生活を通して病棟では見ら
れない表情がよく見られている。

■文化・芸術の振興
保護者①84.6%②15.4%④0.0%⑤
0.0%
関係者①37.5%②46.9%④0.0%⑤
15.6%
■障害者スポーツの推進
保護者①84.6%②7.7%④0.0%⑤7.7%
関係者①21.9%②40.6%④6.3%⑤
31.3%

〇個性を大切にし、その子の主張
を尊重して作品づくりをしていると
感じる。作品展示も楽しかった。
〇ボッチャやダンスなどみんなで
楽しめる活動ができている。

Ｂ

〇文化・芸術に関連した芸術鑑賞会
や読み聞かせの会等の行事、校外学
習を企画・実施する。
〇文化・芸術に関する作品展等に積
極的にエントリーしていく。
〇児童生徒の実態に応じた運動を取
り入れ、独自のルールを作って障害
が重度でもスポーツができる方法を
考案し実施していく。

Ｂ

■主体的・対話的・深い学びの推
進
保護者①92.3%②7.7%④0.0%⑤0.0%
関係者①41.9%②35.5%④6.5%⑤
16.1%

〇1対1での対応の中で、日頃から
児童生徒の反応をじっくりと待つ関
わりをしている様子を見る。
〇クラスの通信を見ると、みなさん
良い表情で楽しさが伝わってくる。

Ｂ

〇本校・分校合同の授業改善チーム
で作成した「主体的で対話的な深い
学びの視点での授業改善シート
(案)」を校内で周知し、活用を進め
て授業改善に繋げる。
〇各グループまたは個別での、主体
的・対話的で深い学びを意識した公
開授業を年間1回以上行う。

Ｂ

文化・芸
術・ス
ポーツの
振興

≪文化・芸術・スポーツの振興≫
＜学校文化の創造＞
〇文化・芸術・スポーツに関連した
校外学習の推進

〇文化・芸術・スポーツを通した社
会参加の促進

＜障害者スポーツの振興＞
〇体育や部活動の充実

〇ボッチャの普及・競技力の向上

○文化、芸術を推進す
る。
◆文化・芸術に関連し
た学習及び社会参加の
一層の推進を図る。

○障害者スポーツを振
興する。
◆体育等に障害者ス
ポーツの競技種目を取
り入れる。

○文化・芸術の推進とスポーツの振興に
関連した行事、校外学習を企画、実施す
る。
○文化、芸術に関する作品展等に積極的
にエントリーしていく。
○自立活動等の授業に、身体を動かす
ゲーム等を取り入れる。
○体育等の授業に障害者スポーツ大会の
種目やボッチャ等の種目を取り入れる。
○児童生徒の実態に応じた独自のルール
を作り、障害が重度でもスポーツができ
る方法を考案し実施する。

〇校外学習（高知城歴史博物館見学）、専門家を
迎えての読み聞かせの会、芸術鑑賞会等を行い、
他校の芸術鑑賞会へも希望者の積極的な参加があ
り、文化・芸術と触れる機会がもてた。
〇体育等の授業に、ボッチャやトランポリン等を
取り入れ、児童生徒の実態に合わせたルールや補
助具を工夫して取り組むことができた。
〇若草本校で開催された高知県ジュニアボッチャ
大会には、生徒２名が保護者・教員と共に参加す
ることができた。
■文化・芸術の振興
教員①26.9%②42.3%③26.9%④3.8%
■障害者スポーツの推進
教員①16.7%②41.7%③29.2%④12.5%

教育課程
の改善

≪教育課程の見直し≫

＜教科指導の重視＞
〇国・数等を全課程に位置付け
〇国・数等の指導内容を開発

＜自立活動の強化＞
〇ＰＴ、ＳＴ、ＯＴ、ＯＲＴとの連携
〇コミニュケーション指導の強化

Ｂ Ｂ

〇国語、数学（算数）等の教科を重
視した授業への取組をより確立さ
せ、今後も新学習指導要領に基づい
た教育課程や指導内容の検討を行っ
ていく必要がある。
〇全教員が指導事例を書き、授業研
や自主研に取り組むようにする。
〇個別の指導計画の改善・活用と、
チェックリストの活用による発達段
階に応じた具体的指導事例を収集・
整理し、校内で共有することによ
り、系統的な指導に繫げていく。

〇外部講師を迎えての研修の回数を
増やし、より実態に応じた指導に繫
げる。病棟と連携し、視能訓練士
（ＯＲＴ）にベッドサイド対象児の
指導・助言をしてもらうようにして
いく。
〇今後も、発達段階別縦割りグルー
プ研を継続し、「心がつながるコ
ミュニケーションチェックリスト」
を使用して、児童生徒の実態に応じ
たコミュニケーション能力の向上を
目指す。

主体的・
対話的・
深い学び
の推進

≪アクティブラーニングの推進≫
＜主体的な学びの実践＞
○授業における評価規準の策定

＜対話的な学びの保障＞
○一人一人の表現手段を保障

＜深い学びの追及＞
○般化の実践事例の蓄積

○主体的な学びを推進
する。
○対話的な学びを推進
する。
○深い学びを追求す
る。
◆３つの視点での授業
が行われているか、授
業評価の観点を明確に
し、授業改善に取り組
む。

○本校・分校合同の授業改善チームを作
り「いい授業をしよう！～主体的で対話
的な深い学びの追及～」に取り組み、授
業参観・改善のポイントを全校で共有し
ていく。
○各グループが、主体的・対話的で深い
学びを意識した公開授業を年間１回以上
行い、参観者のコメントシート等を参考
に、授業改善に取り組む。（各教員が、
授業改善に取り組む３点を明確にし、そ
の結果についても共有する。）

〇授業改善チームによる、授業見学、協議を重
ね、授業改善のポイントを明記した「主体的で対
話的な深い学びの視点での授業改善シート(案)」
を作成した。今後は校内で周知し、シートの活用
を進めることにより、授業改善の取組を推進す
る。
〇各グループが、主体的・対話的で深い学びを意
識した公開授業を行い、授業改善に取り組むこと
ができた。コメントシート等の使用で、授業への
共通な視点をもって授業改善を行うことができ
た。
■主体的・対話的・深い学びの推進
教員①27.3%②45.5%③27.3%④0.0%

高知県立高知若草養護学校　

○児童生徒が自己実現を達成できる教育を行う学校　○保護者が成長と発達を実感できる教育を行う学校　○地域になくてはならない存在として愛される学校　○教職員が仕事に誇りをもち、やりがいを感じる学校

一人一人の教育ニーズを適切に把握し、能力等適性に応じた教育により、持てる力を発揮し、社会参加に向け基礎的な知識・技能・態度・意欲を育む。

３　評　価　※評価：Ａ(目標以上の成果があった)　Ｂ(おおむね目標が達成できた)　Ｃ(5～6割程度の成果しか上げられなかった)　Ｄ(Ｃ以下)　　※アンケートの結果①そう思う②ややそう思う③あまり思わない④思わない⑤わからない

自　己　評　価 学校関係者評価



項　目 昨年度の課題 本年度の目標 目標達成のための手だて 今後の課題自　己　評　価 学校関係者評価

■文化・芸術の振興
保護者①84.6%②15.4%④0.0%⑤
0.0%
関係者①37.5%②46.9%④0.0%⑤
15.6%
■障害者スポーツの推進
保護者①84.6%②7.7%④0.0%⑤7.7%
関係者①21.9%②40.6%④6.3%⑤
31.3%

〇個性を大切にし、その子の主張
を尊重して作品づくりをしていると
感じる。作品展示も楽しかった。
〇ボッチャやダンスなどみんなで
楽しめる活動ができている。

Ｂ

〇文化・芸術に関連した芸術鑑賞会
や読み聞かせの会等の行事、校外学
習を企画・実施する。
〇文化・芸術に関する作品展等に積
極的にエントリーしていく。
〇児童生徒の実態に応じた運動を取
り入れ、独自のルールを作って障害
が重度でもスポーツができる方法を
考案し実施していく。

Ｂ

文化・芸
術・ス
ポーツの
振興

≪文化・芸術・スポーツの振興≫
＜学校文化の創造＞
〇文化・芸術・スポーツに関連した
校外学習の推進

〇文化・芸術・スポーツを通した社
会参加の促進

＜障害者スポーツの振興＞
〇体育や部活動の充実

〇ボッチャの普及・競技力の向上

○文化、芸術を推進す
る。
◆文化・芸術に関連し
た学習及び社会参加の
一層の推進を図る。

○障害者スポーツを振
興する。
◆体育等に障害者ス
ポーツの競技種目を取
り入れる。

○文化・芸術の推進とスポーツの振興に
関連した行事、校外学習を企画、実施す
る。
○文化、芸術に関する作品展等に積極的
にエントリーしていく。
○自立活動等の授業に、身体を動かす
ゲーム等を取り入れる。
○体育等の授業に障害者スポーツ大会の
種目やボッチャ等の種目を取り入れる。
○児童生徒の実態に応じた独自のルール
を作り、障害が重度でもスポーツができ
る方法を考案し実施する。

〇校外学習（高知城歴史博物館見学）、専門家を
迎えての読み聞かせの会、芸術鑑賞会等を行い、
他校の芸術鑑賞会へも希望者の積極的な参加があ
り、文化・芸術と触れる機会がもてた。
〇体育等の授業に、ボッチャやトランポリン等を
取り入れ、児童生徒の実態に合わせたルールや補
助具を工夫して取り組むことができた。
〇若草本校で開催された高知県ジュニアボッチャ
大会には、生徒２名が保護者・教員と共に参加す
ることができた。
■文化・芸術の振興
教員①26.9%②42.3%③26.9%④3.8%
■障害者スポーツの推進
教員①16.7%②41.7%③29.2%④12.5%


