平成２９年度
重点課題
・子どもたちの個性や能力
に応じた自発的な学びを促
し，これからの社会を生き
ぬく力を身に付けさせる教
育を推進する。

重点目標

学校評価（総括評価表）
評価指標

徳島県立鴨島支援学校
評

価

＜小学部＞
評価指標による達成度
自己評価
総合評価
・研修会や授業改善等を通し ・学部またはグループで，専門性と授業 ・学部全体研修会を年間７回，グルー
て教員の専門性と授業力の向 力の向上を目指した研修会を，月に１回 プ毎の研修会やケース会議を１０回以 A
A
上を図り，児童一人一人の豊 以上実施する。
上実施した。
かに生きる力を育む。
（所見）
・年１回，研究授業を実施する。
・１学期に研究授業及び授業研究会を実施 ・学部全体やグループ
した。
毎の研修会及び公開授
業を積極的に実施する
・授業見学を一人１回実施し，授業改善 ・全員が１回以上授業を公開し，相互に参 ことにより，教員の専
をおこなう。
観して意見やアドバイスを受け，授業改善 門性向上や授業改善を
を行うと共に，児童についての共通理解を 図 る こ と が で き て い
深めることができた。
る。その成果を特別支
援教育学会でも発表し
・実践事例をまとめ，８月の特別支援教 ・取組の詳細については各グループで，ま て高い評価を得た。
育学会で発表をする。
とめについては学部全体で検討し，学会で
発表した。発表内容については，分科会に ・学部内でのミニ研修
参加したアンケート回答者の９０％以上か 会を複数回行ったり，
ら，「満足」と回答があった。
全ての教員が研究授業
や公開授業を行ったり
活動計画
活動計画の実施状況
することが，小学部児
・児童一人一人の将来を見据えた生きる ・必要となる課題について学部でアンケー 童についての情報を全
力を育むために必要となる課題を明らか トを実施し，その結果を基に計画的に研修 員が共有する機会とな
にし，それに応じた研修会を学部，また 会を実施した。中でも，ICT関連機器の製作 り，そのことが児童一
はグループで計画・実施する。
やNMBP（New Movement Basic Program）の 人一人の特性に合わせ
研修内容は，授業ですぐに活かすことがで た指導を可能にし，豊
きた。
かに生きる力の育成に
繫がっている。
・研究授業や相互の授業見学を実施し， ・研究授業を実施する学習グループで複数
授業改善をおこなう。
回の協議を重ね，準備の段階で授業改善が
進んだ。また，研究授業後の授業研究会で
意見やアドバイスを受けて，さらに授業改
善をすることができた。授業見学では，全
員が授業を公開して相互に授業を参観した。
参観者はアドバイス票に意見や改善点を記
入して授業者に提出した。授業者は，改善
点をまとめ，次時からの授業に活かすこと
ができた。
・授業力の向上を目指した実践をグルー
プで検証する。それを学部全体の取組と
してまとめ，特別支援教育学会で発表す
る。

・３つのグループでそれぞれの実践につい
ての検証をした。その結果を基に学部全体
で取組をまとめ，発表のリハーサルを実施
し，改善点を修正して当日の発表に臨んだ。

Ｎｏ１

学校関係者評価
（学 校 関 係 者 の 意 見）
・学校評議員会を年１回か
ら２回に回数を増やしたこ
とにより，昨年度の評価や
反省を基に，今年度の計画
と評価の機会をそれぞれに
持つことができた。計画と
評価を確実に行うことは大
切であり，適切な判断であ
ったと思う。
・昨年度末に出された課題
として，①「個別の教育支
援計画に合理的配慮を記載
することについては，次年
度には書式を整えて記載す
る方向で取り組んでいきた
い。」と，②「合理的配慮
については，２年間で築か
れた視点で来年度からも合
理的配慮の視点に基づき人
権教育を推進していく必要
がある。」の２点が挙げら
れていたが，今年度の学校
重点目標に反映されていな
い。今年度中に達成された
のか，達成されないまでも
意識して実践されたのか，
この総括評価表の中には表
記されていないが，教育活
動の連続性が重要であると
思う。
・「合理的配慮」の判断基
準は，第３者の視点で日本
の大多数の人が見て納得で
きるものと考えるとよい。
・重点目標に対しての評価
指標の設定とその達成度，
活動計画の設定とその実施

＜中・高等部＞
評価指標
評価指標による達成度
・卒業後に向けて，人との関 ・総合的な学習の時間に，生徒主体で中 ・生徒が主体となって総合的な学習
わりの中で社会性やコミュニ 高等部合同のコミュニケーションタイム の時間におけるコミュニケーション
ケーション能力を高め，QOLの を年間５回以上実施する
タイムを年間５回実施することがで
向上に努める。
きた。

・総合的な学習の時間に，実態に応じて
グループや個人による中高合同の発表会
を年間３回以上実施する。
活動計画
・生徒全員が参加し，生徒主体で実施計
画を立て，学期に２回を目標にコミュニ
ケーションタイムを実施する。

・進路学習，防災学習，学習参観日等の
機会を活用して発表に繋げるとともに，
各生徒についての共通理解を深める。

自己評価 ・生徒が主体的に活動
する場として，コミュ
A ニケーションタイムを
設けることにより，自
主・自律の精神や協働
の精神を育む機会とな
っている。
・生徒それぞれの実態に応じて，進路(２ ・学習発表会の場で,
回)，防災(１回)，学習(１回)に関する発表 中・高等部の生徒が学
会を年間４回実施した。
習の成果を生徒や教員
の前で伝えることによ
活動計画の実施状況
り，生徒相互の理解や
・各グループの中で，中・高等部の生徒が 普段授業に入っていな
主体となって計画・運営を担い，年間５回 い生徒の事を教員が知
コミュニケーションタイムを実施すること る機会にもなり，学部
ができた。
内での生徒理解に繫が
っている。
・各学習発表会を通して，生徒一人一人が
自分の経験や学習についてまとめたことを
伝えることで，学部内で各生徒について理
解を深めることができた。

・コミュニケーションタイムや発表会の ・HP での情報発信を通して，学校生活に
様子を随時HPにアップして保護者や関係 おける生徒のコミュニケーション活動の様
機関に発信し，情報の共有を図る。
子を共有することができた。
＜教務課＞
・ケース会のあり方について
検討・改善等を行うことによ
って，効率的に個々の学習課
題や支援の方法等を共通理解
し，より効果的な学習指導や
支援ができるようにする。

＜研究課＞
・教員の資質や専門性の向上
を図り，日々の実践を充実さ

評価指標
・検討・改善等を行ったケース会を実
施し，アンケートで以前のケース会と比
較して，効率的または効果的になったか
どうかを問い，「そう思う」，「どちらか
というとそう思う」という回答が 70 ％
以上になる。

活動計画
・教務課会で各学部のケース会の現状を
把握する。そして，各学部においてより
効率的，効果的なケース会のあり方を検
討し，学部会で意見を聞きながら決定す
る。

評価指標による達成度
自己評価
・各学部のケース会終了後，アンケー
トを実施し，以前のケース会と比較し B
て，効率的または効果的になったかど
うかを問い，「そう思う」，「どちらか
というとそう思う」という回答が 76
％となり目標を達成することができた。

・効率的なケース会の
あり方について，検討
・改善を行うことで，
課内における業務改善
を図った。

・教員の意見を集約し
てケース会の効率化を
図ることで，児童生徒
の学習課題や学習指導
活動計画の実施状況
に対しても内容を精選
・ケース会のあり方について，各学部に意 する機会となった。
見を聞きつつ検討を行い，まとめたものを
文書で配付し，１０月の段階で周知した。
以後行うケース会は，周知した内容で行い，
以前のやり方と比較して，アンケートで評 ・学部を超えて３グル
価を受けるようにした。
ープに分かれて研究・
実践することにより，

状況，総合評価（所見）の
適切さについて，客観的に
みて整合性があるかという
点について検証する必要が
ある。
・評価指標に数値を入れる
ことにとらわれているが，
コンピテンシー評価を取り
入れてみてはどうか。
※「コンピテンシー」とは，
特定の業務や役割において
突出した成果を出し続ける
行動特性のことで，コンピ
テンシーを分析すること
で，成果（アウトプット）
に繫がる行動様式を策定で
き，組織の生産性の向上に
大きく寄与すると考えられ
る。
・重点課題の一つに，「こ
れからの社会を生きぬく力
を身に付けさせる教育を推
進する。」とあるが，高等
部卒業後の支援はどうして
いるのか。
・ICT機器の活用は，重度
重複児への支援を考えるう
えで重要であると思う。

次年度への課題と
今 後 の 改 善 方 策
・昨年度の課題であった
「個別の教育支援計画に合
理的配慮を記載する」こと
については，今年度の総括
評価表に直接記載はしなか
ったが，特別支援教育課や
ワーキンググループにおい
て様式の見直しを検討した

せる。

評価指標
評価指標による達成度
自己評価 小学部から高等部まで
・自立活動における実践力の向上を図る ・１学期に１回，２学期に２回合わせ
の時間軸という視点
ため，グループ研究を行い年３回の事例 て年３回の事例報告会を実施すること A で，全教員が事例を共
報告会を実施する。
ができた。
有することができた。

活動計画
活動計画の実施状況
・学部を超えたグループを作り，テーマ ・「自立活動」，「教材教具」，「進路」の３
に基づいて研究・実践を行う。さらに事 グループに分かれ，それぞれ「生きる力を
例報告の話し合いをする機会を持つ。
育む自立活動」，「自ら学ぶ力を伸ばす教材
教具」，「卒業後につながる支援及び連携」
というテーマに基づき，グループ会を実施
した。さらに様々な事例報告を研究実践録
にまとめた。
＜特別活動課＞
評価指標
評価指標による達成度
自己評価
・児童生徒会役員の活動を活 ・本年度の様々な学校行事に関連して， ・運動会や学校祭など様々な行事に際
性化させることで，全ての児 児童生徒会役員が計画，準備，運営のた し，本年度 12 回の役員会を実施した。 Ａ
童生徒の自主的活動の推進に めに集まる回数を 12 回以上にし，積極
つなげる。
的に行事の運営にかかわる。
活動計画
活動計画の実施状況
・特に，運動会や学校祭などの各行事の ・運動会や学校祭，その他様々な学校行事
事前準備を見通しを持ち計画的に進める に際し，事前に数回の役員会を実施した。
ことで，効率的に充実した内容で児童生 その中で，各行事ごとの役割分担を決定す
徒会役員会が開催できるように努める。 る話し合いに積極的に参加し，相談するこ
とができた。また，意欲的にリハーサルに
取り組み，本番でも堂々とそれぞれの役割
を遂行し，行事の成功に貢献した。

・研究の成果を研究実
践録としてまとめて，
関係機関に配付するこ
とで，本校の取組を情
報発信することができ
た。

・児童生徒会役員とし
ての意識が徐々に高ま
り，各行事において意
欲的に活動する姿が多
く見られるようになっ
てきた。
・そのことが他の児童
生徒にも少しずつ広が
り，主体的な活動が増
えつつあると思われ
る。

＜人権教育課＞
評価指標
評価指標による達成度
自己評価 ・人権ポスターの制作
・体験学習などを基にして、 ・児童生徒の実態に応じて、人権に関す ・ポスターの制作活動を通して，友だ
や交流校との交流学習
児童生徒の自らの学びにより、る自分の意見をまとめて発表することが ち同士で仲良くすることや協力するこ A 等を通じて，人権意識
人権意識の向上を図る。
できる。
との大切さを表現することができた。
の向上を図ることがで
きているとほとんどの
・児童生徒、教員対象のアンケートにお ・
「学習活動を通して，人権意識向上を図る 教員が感じている。
いて「自分で考えることができた」「人 ことができたか」の質問に対して，「そう思
権意識が向上した」「有意義な活動であ う」と「どちらかというとそう思う」の回 ・「中高生の人権交流
った」と、70 ％以上の回答を得る。
答を 97 ％の教員から得ることができた。
集会」に高等部の生徒
が複数回参加する等，
活動計画
活動計画の実施状況
地域の高校生と交流す
・人権に関する研修会や校外学習などの ・生徒や保護者，教員を対象とした研修会 る機会を積極的に持つ
体験活動を実施し、その活動に関して事 を年間２回実施した。また，県内西部ブロ ことができた。今後と
前に学習したり、体験を通して児童生徒 ックで行われた「中高生の人権交流集会」 も，機会がある毎に可
自身が考えをまとめたりして、みんなの に，のべ 10 名の準ずる教育課程で学習する 能な限り地域社会での
前で発表する機会を設ける。
生徒が参加し，体験を通しての感想をまと 活動や交流の場に参加
めることができた。教員対象のアンケート するように支援してい

結果，実態から考えられる
「支援の手立て」の欄に明
記することになった。
次年度は，新様式となっ
た「個別の教育支援計画」
を作成する場合に，まず教
員が共通理解を図るために
校内研修を行い，「合理的
配慮」の視点から支援の手
立てを考えるようにする。
・「合理的配慮の視点に基
づき人権教育を推進してい
く」ことについては，校内
研修や毎月１日の人権の日
に教職員に対して啓発する
ことによって，合理的配慮
に基づいた人権教育を推進
していきたい。
・重点目標に対する評価指
標や活動計画を設定する場
合，より客観性を持たせる
ために，第１回の学校評議
員会で意見を頂き，変更の
必要性があれば年度途中で
も加筆修正を行う。

・学習後、教員や児童生徒にアンケート では，100 ％の教員から「良い研修だった」 きたい。
を実施する。
との回答を得ることができた。
＜情報視聴覚課＞
・個性や能力に応じた自発的
な学びを豊かにするため，児
童生徒のニーズに即したICT
教材や支援機器等を活用す
る。

評価指標
評価指標による達成度
自己評価
・個別の指導計画の「手だて・留意点」 ・高等部では約６割の記載があり目標
の欄に，個性や能力に応じた自発的な学 を達成することができたが，小学部と B
びを豊かにするためのICT教材や支援機 中学部では約４割の記載にとどまり，
器等に関する記載が６割を超えるように 目標を下回ることになった。
なる。
活動計画
活動計画の実施状況
・学部のケース会において，個別の指導 ・ケース会において，記載されていICT教
計画の「手だて・留意点」のICT教材や 材や支援機器等についての情報交換を行う
支援機器等に関する記載に基づいた情報 ことができた。また，授業を展開する過程
交換等を行う。
で，児童生徒の実態に応じた支援機器等に
関する情報交換を行い，活用することがで
きた。

・ICT教材や支援機器
の積極的な利用を目指
して，個別の指導計画
に記載することを評価
指標としたため，目標
を達成することができ
なかった。しかしなが
ら，授業を展開する過
程で，実際には児童生
徒の目標を達成するた
めに必要な支援につい
て検討し，多くのICT
教材や支援機器等を活
用することができた。

