
 

平成２９年度 三好特別支援学校 学 校 評 価 

 

１ 学校評価のための組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校評価の年間計画 

時
期 

項     目 会議等 

前 

期 

① 本年度の課題・重点目標の発表 
② 各部・分掌の重点目標、方策の立案、評価シート作成 
③ 全職員の共通理解 
④ ＰＴＡ役員への学校評価の説明と協力依頼 
⑤ 保護者への説明 
⑥ 学校評議員会開催  
⑦ 教育活動の中間評価報告・方策の見直し 
⑧ 評価の分析と中間報告のまとめ 

職員会議 
各部・校務分掌会 
職員会議 
ＰＴＡ役員会 
ＰＴＡ総会 
各部・校務分掌会 
学校評価委員会 
 

後 

期 

① 学校評議員、ＰＴＡ役員会へ中間報告 
② 保護者への報告 
③ 教育活動の最終評価 
④ 本年度のまとめと次年度の計画案づくり 
⑤ 評価と分析と最終報告のまとめ 
⑥ 全職員の共通理解 
⑦ 評価   
⑧ 次年度の教育計画の確定 

学校評議員会、ＰＴＡ役員会 
個人懇談会、ＨＰ 
部会、分掌会 
部会、分掌会 
学校評価委員会 
職員会議 
学校関係者評価委員会の開催 
職員会議 

３ 平成２９年度学校評価 中間報告シート（前期４～９月の取組経過と今後の課題） 

重
点
目
標 

１ 高い専門性に基づく実践的指導力を高め、個々の特性に応じた授業の充実を図る。 

２ 校内、校外支援体制を確立し、地域と共に特別支援教育力の向上を目指す。 

３ 関係機関との円滑な連携に努め、一人一人に合ったよりよい進路実現を図る。 

項
目 

重点目標 具体的方策 取組経過と今後の課題 

授 

業 

づ 

く 

り 

 

 

 

研修を有効活用

し、専門性を高め

る。 

 

 

 

 

・職員一人一人が専門性を高めることに努

め、「生活単元学習」や「日常生活の指

導」の学習内容の検討と指導の充実を図

る。 

（小学部） 

校内研究で生単についての授業研究、公開授業を行った。

特に遊びの単元に視点を絞り、他学年にも取組を紹介でき

るように「遊びカード」を作成している。後期も引き続き

実践を続け、年度末に検討会を行う。 

全員の職員が自分の得意なこと、得意でないことなど目標

を決めて研修を進めている。夏季休業中には自己研修を行

った職員が多かった。それぞれの研修成果を部全体に還元

できる方法を検討したい。 

・一人一人の生徒が主体的に参加できる授

業の充実を図る。 

校内研究では「生徒の動きを引き出す授業づくり～主体的

に活動するために～」をテーマに学年を中心とした授業研
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お互いの授業を参

観できる体制を整

え、意見交換を活

性化させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育課程、学習集

団の効果的な見直

しを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校行事の見直し

を図り、日々の授

業の充実を促進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中学部） 究を実施してきた。各学年で事例対象生徒を決め、主体的

に授業に参加できるための学習内容や支援方法、環境設定

などについての討議を行ってきた。後期も各学年の事例研

究を実施し、部全体として有効な支援と課題の共通理解を

図っていきたい。 

・高等部職員間で「生徒の育てたい力」を

共有し、学習内容や支援方法の充実を図

る。            

（高等部） 

各類型で検証の仕方は異なるが、少しずつそれぞれの類型 

でおさえたい「生徒の育てたい力」が明確になり日頃の授 

業や支援に生かされている。更に有効な実践や支援方法な 

どをまとめ、校内、校外（地域）で活用でききるようにし 

ていきたい。 

・児童生徒の情緒の安定を最優先に考え、

落ち着いた環境で安心して学習活動に取

り組むことのできる体制や支援方法を構

築し、学習内容の充実を図る。 

 （小原学園） 

指導体制を臨機応変に組み替え、指導人数が必要な授業へ、

部を越えて指導者が移動するなど児童生徒への指導の充実

を図った。支援方法については各部で校内研究などを通し

て密に話し合い実践につなげ、児童生徒の情緒の安定を目

指した。今後は小原学級全体での話し合いを深め、実践を

振り返りながら小原学園との情報交換を密に取り、児童生

徒がより落ち着いて学習できるよう指導実践に励みたい。 

・日々の授業の充実を促進するために、週

に１回程度授業内容や児童生徒の様子を

振り返り、次からの授業に繋げていく。

また、記録用紙を改善し、より活用しや

すいものにする。 

・朝の会の内容を見直し、個別のねらいと

流れを表にまとめる。  

（東名古屋病院） 

 

授業の記録用紙を 4 月下旬に検討し直し、より細かくかつ

次に繋げやすいように改訂した。週に 1 度話し合いをして

記録をとることで、授業の改善点が明確になった。 

朝の会では、後半に体操を取り入れることで、児童生徒の

楽しみが増えたようであった。これからも続けていきたい。 

・児童生徒の障害の重度化、多様化を踏ま

えた儀式・行事のあり方の検討を行う。 

（教務部） 

入学式、始業式、離任式にて新しい形で儀式を実施した。

細かな改善点はあるものの、どの儀式も今の児童生徒の実

態に合っているとの反省を得た。今後も行事検討委員会と

連携して儀式・行事の見直しをさらに進めていきたい。 

・有意義な研修会や研究の在り方を探り、

教職員の資質向上を目指す。 

（研修部） 

予定していた研修の約８割を終えた。改修工事の関係で、 

例年よりもやり方や規模を変えて夏季研修会を実施した。 

事後アンケートから、参加者が概ね満足していることが窺 

われた。今後、研修ニーズや課題を探り整理していきたい。 

・新着図書や定期購読図書、校外からの資

料等で最新の情報を発信していく。 

・図書整理を充実させ、利用しやすい環境 

を工夫していく。 

（図書資料部） 

掲示板や学年回覧を活用して、情報の発信を行った。今後 

も定期購読図書に掲載されている特集や授業実践情報を 

紹介していきたい。スタンドを使って本を展示したり、移

動図書館を行ったりして、児童生徒が使い易いように努め

ている。改修工事期間にも図書利用を工夫していきたい。 

・授業場面で効果的な指導ができるような

ICT機器の活用方法を紹介、実践をする。 

（教育工学部） 

教員用パソコンの他タブレット端末の具体的な活用方法を

ワークショップ形式で実施した。アプリで作成したデータ

の汎用性の高いコンテンツを配布して授業場面ですぐに利

用できるようにした。また PCとタブレット間でデータ共有

ができる環境の整備を検討している。 

・児童生徒が、健康に関する知識を身に付

け、自主的に健康生活を送ることができ

月間目標を職員に連絡し共有を図っている。また、教材教

具の貸し出しや実践事例の紹介、保健室掲示の更新やイベ



 

る資質や能力の育成を図る。 

（保健体育部） 

ント企画をすることで教育活動に取り入れられるよう努め

ている。引き続き、職員が保健教育の理解を深めることが

生徒の意識向上につながると捉え、研修等の企画を検討し

ている。 

・児童生徒の教育的ニーズを把握した支援

の実践に向けて、研修会や情報提供を行

い、職員の専門性の向上を図る。 

（自立活動部） 

自活だよりでの情報提供と外部専門家による児童生徒のア

セスメントに関する内容と実際の支援についての研修を実

施した。研修場所の都合で、演習形式の研修とならなかっ

たが、研修後のアンケート結果は概ね好評であった。職員

のニーズを踏まえ、次年度の計画を検討していきたい。 

内 

外 

サ 

ポ 
ー 

ト 

 

 

 

 

 

 

外部関係者を活用

した支援・対応策

を検討する「支援

会議」を積極的に

活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の特別支援学

級担当教員が自立

していけるような

支援方法の工夫を

促進する。 

 

 

 

 

 

 

アセスメントシー

トや教材教具など

役立つ情報等を地

域へ発信すること

に努める。 

 

 

・関係機関と連携して生徒支援の充実を

図り、特別支援教育の専門性を高める。 

（中学部） 

生徒指導での個別ケースについて、豊田市こども発達セン

ターの相談会や福祉事業所との支援会議を実施した。幅広

い視点からの対応方法を学び、生徒支援が充実した。後期

も校外の関係機関と連携した生徒支援を積極的に実施し

ていきたい。 

・学校だよりの中にアーカイブスを設け、

記録写真の整理を進め、教育活動に役立

てる。             

（総務部） 

記録写真の整理を進め、学校だより 22 号、23 号の中に記

録写真を記事として載せることができた。また、特色ある

取り組みや教育活動の状況についても情報発信すること

ができた。今後、記録写真の整理を進めると共に、特色あ

る取り組みや教育活動の状況についても情報発信してい

きたい。 

・「教務関係書類書き方講習会」を行い、

教務関係書類の作成のサポートを行う。 

（教務部） 

４月中旬に新転任者を対象に「教務関係書類書き方講習会」

を行った。時期的には教務関係書類の作成の始まる直前と

いうことで効果的だった。今後、夏季休業中に「個別の教

育支援計画評価の書き方説明会」を行い、丁寧なサポート

を行っていけるようにしたい。 

・研究内容や研修会等での役立つ情報（支

援方法、教材教具等）を地域の小中学校

へ情報発信できる体制を整える。 

（研修部） 

夏季休業中に外部講師を招き特別支援教育実践研修会を実 

施した。地域の市町や愛知県内の小中学校や高等学校から 

８０名弱の参加があった。事後アンケートから参加者の満 

足度が高いことが窺われた。今後、地域の小中学校の参加 

者のニーズも意識しながら研修や研究を進めていきたい。 

・災害に応じた対策を検討し、児童生徒の

安全確保について考える。 

・いじめに関する情報を積極的に収集し

たり教職員間で共有したりして、問題事

案に適切に対応できる環境作りをして

いく。         

（生活指導部） 

災害や緊急時における職員の役割を明確化した体制を整備 

するために、職員研修や計画的な訓練に取り組めている。 

個々の生徒の日常の様子や生活に関するチェックを具体的 

に進めるようにと発信してきた。生徒の問題行動等の早期 

発見や実態把握など、学年会等を通して職員が共通理解し 

ていけるようになっており、今後も引き続き適切に対応や 

情報交換できるように促していきたい。 

・ごみ分別、処理方法のさらなる定着と徹

底を図る。 

（保健体育部） 

定期的に分別や処理方法の状況を確認し、職員に注意喚起

を続けている。分別や処理方法、減量やリサイクル等につ

いて知識ある人員の増員に努め継続的な定着と徹底を目指

していきたい。 

・自立活動に関する教材・教具を整備し、

職員に活用を進める。 

（自立活動部） 

自立活動の授業で使用する教具を使用学級近くに保管し

た。研修部の教材研修で、本校の自立活動の教材教具と支

援例の紹介コーナーを設けさせてもらった。自活だよりで

も新規教材を紹介し活用を進めている。今後も、教材の活

用状況や職員の要望を確認し、整備を進めていきたい。 



 

 

 

＜校内サポート＞ 

・児童生徒の支援について、校内や外部機

関の相談資源を活用したサポート体制

立する。       

  （教育支援部） 

学年主任や部主事を通して、校内での支援や外部機関と連

携する機会を設けた。定期的に行っているこども発達セン

ターとの相談会については、実施案内や懇談記録などの情

報を掲示板や校内ネットワークにアップしたが、職員の閲

覧がどの程度あるかは疑問で、一度調査してみることも考

えている。 

＜校外サポート＞ 

・小･中学校のニーズに応じたサポートを

進めながら、地域の特別支援教育力の向

上を目指す。 

（教育支援部） 

巡回相談や発達障害児支援指導検討会で、各小・中学校の

ニーズに合わせて支援方法や教材についての情報提供をし

ている。新たな視点での情報が役立つ、担任が今の支援に

ついて確認でき、明日からやってみようという気持ちにな

った等の感想を聞くことができた。 

地域の小中学校職員向けの夏季研修会は、３つのテーマで

グループにわかれ、本校小中高等部の教員にも協力を得て

実施した。実践的な研修会でよかったなどの感想を得た。

次年度も地域のニーズに合わせながら専門性を発信した

い。 

進 
路 

支 

援 

 

 

 

市町の福祉課との

連携をより深く

し、協同的な取組

を継続していく。 

 

 

 

 

個の実態に合わせ

た作業種目の開発

や校外での実習等

の充実に努める。 

 

 

 

 

 

各部のキャリア教

育について共通理

解を図る。 

・職員が進路に関する知識を深め、進路に

関する情報を保護者に提供できるよう

にするとともに、児童の将来を見据えた

指導ができるようにする。 

（小学部） 

11 月の保護者研修会で昨年度の内容を発展させた講話と

情報提供を進路指導主事に行ってもらう予定である。 

夏季休業中の事業所見学には 40 名近い希望があり、28 名

が参加できた。生活介護事業所などを見学し、児童の将来

像をイメージでき、日々の指導に生かせている。 

11 月の部会の時間を使い、職員向けの部内研修会を実施す

る予定である。 

・定期購読図書や資料の特集内容（障害特

性の理解、進路に対する知識、法律等）

についてメソフィアを通して全職員に情

報提供していく。 

（図書資料部） 

   進路に関する資料を進路指導部と連携して選び、情報発 

信を定期的に行った。今後も定期購読図書等の資料から教 

育・福祉・労働の諸施策など多岐に渡る情報を伝え、児童 

生徒それぞれの実態に合わせた進路支援の充実につなげて 

いきたい。 

＜小学部＞ 

・保護者研修会職員研修会の実施 

・職員向けの勉強会の実施 

（進路指導部） 

１１月８日に小学部職員に対して福祉サービスに関わる 

制度についての進路勉強会を行う予定。１１月１７日に、 

小学部保護者研修会にて進路についての情報や進路アンケ 

ート等の質問に対しての返答を伝える予定である。 

＜中学部＞ 

・チャレンジ体験の検討 

・職員向けの勉強会の実施 

（進路指導部） 

夏季休業中に、半日１回３年生希望者のみが地域の福祉サ

ービス事業所での作業体験を行った。９月には３年生全員

を対象に近隣の福祉サービス事業所で行うことを予定して

いる。実施後に今年度の反省を踏まえ、より生徒の実態に

合った体験になるよう検討を行う。 

７月１８日に中学部職員に対して福祉サービスに関わる制

度についての進路勉強会を行った。部として基本的な事柄

の押えをすることができた。第２回は１０月１０日に高等

部進路指導主事を講師とし、高等部での進路指導の進め方

と具体的な例をテーマとして勉強会を行うことで、生徒や

保護者に対して、より充実した進路指導が行えるようにす

る。 

＜高等部＞ 

・市町と共催で行う進路説明会の継続実施 

５、６月に市町と共催で行う進路説明会を行った。中学部、 

高等部の保護者を含め多数の方に参加していただいた。昨 



 

・新しい作業種目の実施と検討 

             （進路指導部） 

年度の内容と同じ箇所が多かったので、来年度は新しい情 

報を伝えられるようにしたい。 

新しい作業種目としてビジネスサービス班を立ち上げ、養 

護老人ホーム安立荘と連携し、本校の生徒が月に数回訪問 

して清掃や食器洗いの作業に取り組んだ。今後も連携を深 

めて作業を行っていけるようにしたい。 

学校関係者評価実施する

主な評価項目 

１ 的確なアセスメントに基づく、児童生徒一人一人のニーズに対応した授業実践（授業づくり） 

２ 外部の専門家と連携した支援会議の充実による校内支援体制の確立及び地域の特別支援教育力の向

上に向けた校外支援（内外サポート） 

３ 行政と連携した福祉・労働に関する情報の提供と進路支援体制の確立（進路支援） 

 


