
　　平成２８年度　学校評価シート

（　　　－　　　）

項　目 項目 本年度の重点目標 目標達成のための手だて 今後の課題

①本校版キャリア発
達段階表の整理と、
それに基づくキャリ
ア教育全体計画の見
直しを行う。

①キャリア発達段階表の整理とキャリア
教育全体計画の見直し
・キャリア教育推進委員会でキャリア教育
段階表及びキャリア教育全体計画（案）を
作成し、各学部、寄宿舎で検討していく。

①キャリア発達段階表の整理とキャリア教育全体計画の見直
し
○キャリア教育推進委員会でキャリア発達段階・内容表（試
案）及びキャリア教育全体計画を作成した。本校のキャリア
教育の取組の指標である「キャリア教育全体計画」、児童生
徒の卒業までに育てたい力と、それを踏まえた各学部・学年
ごとのキャリア発達の道筋である「キャリア発達段階・内容
表（試案）」を全教職員に周知した。
●「キャリア発達段階・内容表（試案）」を手掛かりに、各
教科、各教科等を合わせた指導における「キャリア教育学習
プログラム（系統表）」を作成していく過程の中で、「キャ
リア教育全体計画」の見直しを図っていく必要がある。

B

②①を踏まえて、合
わせた指導、教科ご
とに各学部段階で付
けたい力や学習内容
を明らかにした学習
プログラムを作成す
る。

②各教科等における学習プログラムの作成
・各学部ごとに各教科等を合わせた指導、
各教科（音楽科、保健体育科）の各学部段
階で付けたい力や学習内容を明らかにした
学習プログラム（系統表）を作成する。
・キャリア教育発達段階表及び学習プログ
ラムに基づいた授業検証を行う。
・学部別に各教科等の年間指導計画や目
標、グループ別学習内容等をまとめてデー
タベース化し、共有する。
・校内授業研究会を開催し、授業改善の取
組を共有し、学部間の系統性について協議
する場をもつ。

②各教科等における学習プログラムの作成
○キャリア教育推進委員会が学習プログラムの様式や様式例
を示すことで、教職員がプログラムのイメージをもつことが
できた。
○年２回の校内授業研修会で、中学部の保健体育科と小学部
の生活単元学習（野菜を育てよう）の取組発表が行われたこ
とをきっかけに、保健体育科（サーキットトレーニング）及
び作業学習（農耕）担当者が、学習プログラム作成に向け
て、系統的な指導を行うための学習内容についての協議を
行った。
○学部別に各教科等の年間指導計画や目標、グループ別学習
内容等をまとめてデータベース化し、共有することができ
た。
●年次進行で計画的に学習プログラムを作成し、次年度以
降、授業研修を通した検証を行っていく必要がある。
●ＰＤＣＡサイクルを回しての授業改善や生活指導に困難を
感じている教職員がいる。本校は、年次研修で授業研修を行
う教員が多いため、年次研修者を通してＰＤＣＡサイクルの
回し方を学べる環境をつくる。

C

進路指導
の充実

保護者や
地域社会
との連携

①キャリア発達段階表の整理と
キャリア教育全体計画の見直し
②各教科等における学習プログラ
ムの作成

●各教科（音楽科、保健体育科）、
各教科等を合わせた指導の学習プ
ログラム（学部段階ごとのねらいや
達成目標を基礎的・汎用的能力で
示し、学習として取り組む内容例を
まとめる）の例を参考に、各学部・
担当者間で協議してまとめる。

●キャリア教育の視点を明確にし
た学習指導案を作成し、授業検証
を行い、授業評価を行う。

●各教科、各教科等を合わせた指
導について、年間指導計画に基づ
いた指導内容表（指導内容・指導
方法）をまとめ、各学部間の指導の
系統性をもたせる。

③各部署における全体計画及び
学習プログラムの作成

●人権教育、進路学習、防災教
育、安全教育、政治的教養を育む
教育、（健康教育は一部加筆・修
正）について、全体計画、学習プロ
グラム、指導内容表、年間指導計
画を作成する。

C

①キャリア発達段階表の整理とキャリア教育全体計画の見直し
②各教科等における学習プログラムの作成

○学習内容のプログラム化することによって、指導者が替わって
も系統的、継続的に指導を行うことができる。様々な学習内容を
プログラム化するということでスピード感をもって取り組んでく
ださっていることに感謝したい。
　
○今回、学校が作成しているプログラムのことを知って、高等部
生であっても、高等部段階でできていないことは、小・中学部の
段階にもどって指導をしてくれることで、できることが増えてい
くと思えた。

Ｂ

Ｂ

③各部署における全体計画及び学習プログラムの作成
○古津賀第二団地には、60歳以上の住民が250名いる。災害時には、
自助、共助の精神で取り組まなければならない。とにかく、避難所にたど
り着くことが大事である。四万十市は、これから３年間をかけて避難所運
営マニュアルを作り、住民や施設管理者と話し合いをしていくようであ
る。とにかく訓練が大事である。そのため、防災教育においても、市や地
域の取組を視野において、避難訓練に取り組んでもらいたい。今後も地
域と学校が連携して、防災の協議や研修に取り組んでいけるとよい。

③各部署における全体計画及び学習プログラムの作成
 年次進行で、各学部段階で付けたい力や学習内容を明らかに
した人権教育、進路指導、防災教育、健康（性の指導、保健
指導を含む）・安全教育、政治的教養を育む教育の全体計画
及び学習プログラムの作成に取り掛かった。
○保健給食部が学校保健全体計画及び性に関する指導内容
表・指導計画（案）を作成した。
 ●他の分掌部は、協議を始めてはいるが、参考例の収集や学
習プログラムのまとめ方の検討に時間が必要である。

③各部署における全体計画及び学習プログ
ラムの作成
・キャリア発達段階表及びキャリア教育全
体計画に基づいた人権教育、生徒指導、進
路指導、防災教育、健康・安全教育、政治
的教養を育む教育の全体計画及び学習プロ
グラムを作成する。（３年計画）

③①を踏まえて、各
学部段階で付けたい
力や学習内容を明ら
かにした人権教育・
生徒指導、進路指
導、防災教育、健康
（性の指導、保健指
導を含む）・安全教
育、政治的教養を育
む教育の全体計画及
び学習プログラムを
作成する。

（１）児童生徒が楽しく学べる学校　　（２）保護者が安心して子どもを任せられる学校　　（３）地域にとってなくてはならない存在の学校　　（４）教職員一人一人が力を発揮できる学校

①系統的、計画的な進路指導
・中２から高１までの、系統的な施設見学
や体験学習の実施
②保護者への啓発
・保護者のニーズに応じた研修やガイダン
ス、相談会等の実施
③進路開拓及び指導改善
・保護者に進路選択のための情報提供
④希望に応じた進路の実現
・進路希望に沿った職場開拓及び進路選択
ができる職場の確保

４　評　　価

キャリア教育
の視点に基づ
く、小中高12
年間の系統

的、継続的な
指導・支援の
ための教育課
程の編成、教
育計画の作成

①教育課程の編成
・児童生徒の実態に即した教育課程の編成
②小中高の系統性及び特色ある教育活動
・各学部段階で付けたい力等を明らかにし
た学習プログラムや年間指導計画の作成
③人権教育の推進
・いじめ防止に向けた生徒学習会の実施
・教職員が体罰に対する正しい知識をも
ち、児童生徒の尊厳を守る。
④一人一人のニーズに応じた指導
・基礎的環境整備・合理的配慮を踏まえた
個別の指導計画の効果的な活用
・全教員のPDCAサイクルに沿った授業改善
・ICT機器の活用に向けた整備
⑤若年教員層の育成と授業改善
・キャリア発達を支援する指導方法の研究
・初任研の配置校研修プログラムの充実
・校内でのＯＪＴ進め方マニュアルの作成
⑥生徒指導、寄宿舎の生活指導の充実
・障害の多様化・障害特性に対応した、児
童生徒に寄り添った指導の継続

障害特性
や課題に
応じた教
育活動の
推進

高知県立中村特別支援学校

自　己　評　価 学校関係者評価

Ａ：目標を上回る成果が上がっ
た。
Ｂ：目標が達成できた。　Ｃ：目
標の7～8割程度の成果となり、
課題が残った。
Ｄ：課題が多く残り、目標は達
成されなかった。

３　目指す児童生徒像
○学ぶ：学習活動を通して、自ら学び伸びようとする児童生徒
○つながる：人と豊かに関わることができ、他者を尊重する心を持つ児童生徒
○社会参加：自分の目標や役割を持ち、意欲的、主体的に生きる児童生徒

一人一人が学ぶ喜びを感じ、豊かに生きる力を培う。

昨年度の課題

①保護者や地域住民の学校教育への参画
・個別の教育支援計画、個別の指導計画、
生活支援計画の保護者と共有及び有効活用
・作業学習等の販売活動や学校行事を通し
ての地域住民との交流
・新様式の個別の指導計画等の記載内容や
作成方法の周知及び内容の充実
②交流及び共同学習
・事前・事後学習を含めた計画的な実施
・居住地校交流の推進
③余暇活動
・クラブ活動に参加できない児童生徒を含
め、一人でも楽しめる活動への支援
④卒業生への支援
・定期的にアフターケアの継続実施
⑤ＰＴＡ活動の充実
・研修内容の工夫、茶話会への呼びかけ、
情報発信
⑥開かれた学校づくり推進委員会
・授業改善に関する意見交換の実施

２　目指す学校像

１　教育目標



安心・安
全な学校
生活

①個別の指導計画の
作成に当たって、ア
セスメント（チェッ
クリスト）を活用し
た実態把握や課題設
定を行い、障害特性
や個々のニーズに応
じた合理的配慮を検
討する。

①アセスメントを活用した個別指導計画
の作成及び個々のニーズに応じた合理的
配慮の検討
・個別の教育支援計画及び個別の指導計画
の保護者との懇談週間を設け、児童生徒の
実態や目標、取組内容等の共有化を図る。
・学校、保護者、寄宿舎の三者が、共通理
解をもって指導に当たれるよう、必要に応
じて懇談や支援会議などを開催する。
・当初面談をとおして特別支援学校教諭免
許状の取得に向けて、認定講習の受講を勧
める。
・障害やその特性の理解や指導に関する研
修を実施する。（着任者研修、初任者一般
研修等）
・外部専門家の指導助言を受ける機会をも
つ。
・個別の指導計画（新様式）を作成し、実
態・目標・手立てを共有化するとともに、
目標及び手立ての妥当性について検証す
る。

①アセスメントを活用した個別の指導計画の作成及び個々の
ニーズに応じた合理的配慮の検討
○特別支援学校教諭免許状の取得に向けた認定講習の受講者
数、校内研修、着任者研修・初任者一般研修等で障害及びそ
の特性の理解や指導に関して学ぶ教職員が増えた。
○保護者懇談週間や学舎連絡会を通して、児童生徒の実態や
目標、取組内容等の共有化を図ることができた。
●個別の教育支援計画に「合理的配慮」と明記した欄を設け
る。
●個々の児童生徒にあった合理的配慮事項を明記するために
も、実態把握や引継ぎは重要であり、正確に行う。 B

①アセスメントを活用した個別指導計画の作成及び個々のニーズに応
じた合理的配慮の検討

○子どものことでは、担任とよく話ができている。環境の変化に弱いた
め、新たに取り組むことや、学習場面が替わると落ち着かなくなる。先生
方が絶えず話し合って、対応してくれているので、感謝している。子ども
の情報共有は必要なことで、是非ともやってもらいたい。引き継ぎもお願
いする。

●小中高等部へと情報の引き継ぎをしてもらいたい。保護者側と教員側
の思いがかみ合っているとよいが、保護者が引き継いでほしいと願って
いることが、引き継がれていないように思う。

○絶えず担任と子どもの様子を確認し合っていきたい。保護者と担任が
つかんでいる子ども像が同じならよいが、そうでない場合もある。常に子
ども像をつき合わせて話し合うことが大事である。

○相談事業所、職業安定所などいろいろな機関が、卒業生の情報を学
校から聞きたいと願っているが、個人情報の部分なので、なかなか聞け
ないのが現状である。

Ｃ

①アセスメントを活用した個別
指導計画の作成及び個々のニー
ズに応じた合理的配慮の検討

●個別の教育支援計画に「合理
的配慮」と明記した欄を設け
る。

●児童生徒の引き継ぎの時期・
方法について検討し、周知す
る。

②各学部、学級での
授業研究を計画的に
実施する。授業研究
に当たっては、全校
が授業計画や授業評
価に共通した視点を
用いる。また、若年
教員研修とも関連さ
せ、学級や学部、教
科等のチーム力を生
かした授業改善の取
組とするとともに、
外部専門家の活用を
積極的に行う。

②授業研究の計画的実施、共通した授業
評価の視点、授業改善の取組、外部専門
家の活用
・自立活動充実事業、キャリア教育推進事
業を活用して、外部専門家の教育的支援を
受けることで、教職員の専門性を高める。
・若年教員研修に関する校内でのＯＪＴの
進め方をマニュアル化し、職員会に提案す
る。
・校内研究と一体化した授業研修を進め、
授業実践力をつける。
・キャリア教育の視点に基づいた授業改善
に取り組む（PDCAサイクルを意識した取
組）。

②授業研究の計画的実施、共通した授業評価の視点、授業改
善の取組、外部専門家の活用
○PT(１回）,OT（５回）,ST（６回）,ＯＲＴ（視機能訓練士
１回）等の外部専門家の指導助言を受け、児童生徒の日常生
活動作や摂食機能に変化が見られている。
○若年教員研修に関する校内でのＯＪＴの進め方をマニュア
ル化して職員会に提案し、実施した。
●年次研修者が多いため、計画的に授業研修を実施している
が、教職員同士が授業参観を行うことは困難である。また、
キャリア教育の視点に立った共通した授業評価の視点を設け
ることができていない。

C

②授業研究の計画的実施、共通した授業評価の視点、授業改善の取
組、外部専門家の活用

○幡多希望の家では、ＰＴ，ＯＴ，ＳＴの人数が増え、このように活用して
いただくと、現場でともに学び合えるので、是非とも連携させていただき
たい。

○地域で保護者の集まりがあり、その時に特別支援学校からの指導助
言をしていただいている。指導を受ける側としてはありがたいが、出向く
側としての苦労もあると思う。

○西部地域には、65名の特別支援学級担任がいる。特別支援学校がセ
ンター的機能を発揮して各学校の支援に当たってくれているので、大変
心強く感じており、感謝の気持ちでいっぱいである。

Ｂ

②授業研究の計画的実施、共通
した授業評価の視点、授業改善
の取組、外部専門家の活用

●キャリア教育の視点を明確にし
た学習指導案の書き方や授業評
価票を作成し、周知する。

●年次研修者を中心にＰＤＣＡサイ
クルに沿った授業改善に取り組
み、若年教員の育成を図る。

③県内外の研究会に
計画的に参加すると
ともに、ＩＣＴ機器
の活用など支援方
策、支援事例の収集
などを行う。

③ＩＣＴ機器の活用に向けて
・スクールプランニング事業等を活用し
て、計画的なＩＣＴ機器の購入を行う。
・ＩＣＴ支援員派遣事業を活用して、ネッ
ト環境の整備を行う。
・個人情報及び校務用パソコン等の取扱い
に関するガイドラインを策定する。

③ＩＣＴ機器の活用に向けて
○校内に５台のタブレット端末を所有している。今後も計画
的なＩＣＴ機器の購入を行う。
○ＩＣＴ支援員派遣事業を活用して、ネット環境の整備を
行った。
○10月に個人情報及び校務用パソコン等の取扱いに関するガ
イドラインを策定し、運用を始めた。

B

③ＩＣＴ機器の活用に向けて
○美術の中でタブレット端末を活用して、授業内容を説明したり、前時間
の授業の作品を見せたりすることで、生徒が授業内容をイメージすること
ができていた。
●卒業後、スマホをもつ利用者が多く、仕事に支障がでてきている人も
いるので、在校中に携帯電話の扱い方について学んでほしい。
⇒本年度、高等部の生徒を対象に携帯電話の使い方についてNTTドコ
モから講師を招いて、使用方法やマナーについての学習をしている。

Ｂ

③ＩＣＴ機器の活用に向けて

●計画的にタブレット端末の台数
を増やし、授業の活用率を高め、
併せて周辺機器の整備を行う。

●児童生徒に携帯電話やタブレッ
ト端末の正しい使用方法やマナー
について指導を行う。

①ＰＤＣＡサイクル
を意識した業務とな
るよう、進捗状況確
認シートの活用を徹
底する。

①進捗状況等確認シートの活用
・各分掌部は、「進捗状況等確認シート」
を作成し、計画的に業務が遂行できるよう
にする。

①進捗状況等確認シートの活用
○分掌部会で業務の進捗状況を把握し、業務内容に沿って成
果や課題の確認をし、シートにまとめている。 A

②効率的な業務の推
進と、後継者の育成
のため、業務分担及
び責任が明確となる
よう学校組織の見直
しを進める。

②効率的な業務の推進等に向けた学校組織
の見直し
・分掌部長に業務が集中しているため、「進捗
状況等確認シート」の作成段階から部内で共
有し、業務を分担することで人材を育成する。
・「振り返りシート」を作成し、業務のＰＤＣＡサイ
クルを意識して取り組み、引き継ぎ等の効率化
を図る。
・「方針用シート」を作成し、校務分掌の運営及
び役割分担を明確にして業務に取り組む。

②効率的な業務の推進等に向けた学校組織の見直し
○分掌部長は、「進捗状況等確認シート」の作成を通して、
業務内容の分担や進捗状況を把握し、次年度に向けた課題を
明らかにして引き継ぐことの意味を理解して取り組めてい
る。
○「振り返りシート」及び「方針用シート」を活用すること
で、共通したシートで成果や課題を共有し、各分掌部の取組
が明確になった。

A

③各会議や研修・研
究活動、学級の話し
合いや教材研究等に
十分な時間が取れる
ようにするため、会
議の効率的な実施や
時間設定などについ
て工夫や見直しを行
う。

③会議等の効率化に向けた工夫・見直し
・キャリア教育の視点に基づき、児童生徒
の障害特性を踏まえた教育課程を検討す
る。
・教務部を中心に授業時数の検討を行い、
授業時数を適切に設定する。
・会議の資料は事前に配布し、目をとおし
た上で、会議に出席する。
・会議のレジュメを作成し、事前に会議の
内容を伝え、協議時間の短縮を図る。
・職員会議の資料は、ペーパーレス化す
る。
・各会議の提案・協議内容については、事
前協議を行い、内容の精選を図る。（運営
委員会等）

③会議等の効率化に向けた工夫・見直し
○キャリア教育の視点に基づき、児童生徒の障害特性を踏ま
えた教育課程の検討を始めた。（高等部知的Ⅰ型の国語科、
数学科）
○Ｈ29年度から、毎水曜日５校時終了後、小中高等部一斉下
校が始まる。１校時の時間短縮により、教材準備や児童生徒
の実態を共有する時間を確保する。
●会議資料の事前配布やペーパーレス化を図ったが、間際の
配布になってしまうことがあり、事前に資料に目を通して会
議に参加することは難しい。

C

③会議等の効率化に向けた工夫・見直し

●確認、周知する事柄が多く、会議の前に資料を配布し、会議ま
でに目を通すことにしている。議論することは、他者と協同して
議論して解決していくことが大事である。話す内容を精選して、
議論ができるように時間を確保することも必要である。

Ｃ

③会議等の効率化に向けた工
夫・見直し

●会議資料の印刷・事前配布に
努め、会議の内容を把握したう
えで、協議に重点をおいた会議
を行う。

●Ｈ２９年度からの毎水曜日５
校時終了後、小中高等部一斉下
校の開始に伴い、教材準備や児
童生徒の実態を共有する時間を
確保し、授業改善や学級経営、
生徒指導に向けた取組を行う。

①進捗状況確認シートの活用
②効率的な業務の推進等に向けた学校組織の見直し

○教職員の業務多忙化を緩和するためにシートを活用したり、子どもの
指導のための話し合いを行う時間を設定したりすることは必要なことで、
おおいに取り組んでもらいたい。

Ａ

教職員が明確
な目的と課題
意識をもち、
自信をもって
仕事ができる
学校づくりの
推進

学校づく
り

①学校経営計画と職務目標
・学校経営計画と目標設定シートの連動
②業務分担・効率化
・「進捗状況等確認シート」「振り返り
シート」「方針用シート」の活用
③校内研究体制
・校内研究を推進する分掌部（研修部→研
究部）が必要
・授業評価(指導計画や指導内容、支援方
策等の妥当性）の在り方について、共通し
た指標を用いるなどについて研究実践の推
進
④専門性の向上
・特別支援学校教諭免許状の取得率の向上
・授業改善のための、外部講師の活用
⑤ＩＣＴ機器の整備・活用
・個人情報等のガイドラインの策定
・計画的なＩＣＴ機器の購入及び活用
⑥心身の健康維持
・ワーク・ライフ・バランスの推進
・ストレスチェックの実施
・スクールカウンセラーの活用

①進捗状況確認シートの活用
②効率的な業務の推進等に向け
た学校組織の見直し

●進捗状況確認シートの継続的
な活用を図る。

●教職員の協働により、個人が
役割過多にならないよう分担と
常務内容の改善や精選を行う。

特別支援
教育のセ
ンター的
役割の充
実

①防災教育
・防災教育の全体計画に基づいた、系統的
な防災学習の実施
②防災対策
・避難訓練の充実及びマニュアルの整備
・地域住民との合同研修会への参画
・地域主催の夜間避難訓練への協力
③健康安全を守る体制
・医療的ケア委員会、人権教育推進委員
会、学校保健委員会の定期的な開催
・危機管理マニュアルの整理
・新防災体制での運用と連携
・アクシデント、ヒアリハット報告からの
健康や安全意識を高める取組の継続
・感染症予防に対する取組の強化
④教育環境の整備
・職員室、各教室等の災害時の安全を配慮
（転倒、落下物の防止等）

個別の指導計
画に基づく児
童生徒一人一
人の障害特性
に応じた指
導・支援の充
実

①関係機関とのネットワークづくり
・増え続ける教育相談に対応するために、
教育・医療・福祉・労働等の専門機関の情
報を共有するとともに活用を図る。
②教育相談・学校支援
・地域支援の状況を校内へフィードバック
・地域の小中学校等が専門性を高め、継続
的な取組ができるよう支援を実施
・地域支援を担う人材の計画的育成
＜情報発信等＞
・ホームページを活用した情報発信


