
学部・分掌等 指標 評価の方法 評価 結果と課題 次年度への改善策

中学部

①毎月の学部会で行事等の支援・手立ての
振り返りの実施（１０割）
②学部全体の集団学習の場面でのルールや
マナーの確認（めざす姿の提案）（１０割）

①実績
②実績

B

①自立活動シートの作成や共有、学部会で行事等の振り返りをその都度行ってきた。はまようまつりやあおぞ
ら市などでは、友だち同士声を掛け合い協力し合って取り組む姿が見られた。
②学部集会などで、ルールやマナーを確認する機会を設定してきたが、参加が難しい生徒もいた。共通のルー
ルを明確にし、個別の生徒の実態に応じた形で伝えていくことが有効であった。
課題：問題行動に対して、その都度相談の機会をもち、朝礼やケース会を活用して情報共有を図り、学部全体
で連携して取り組んできた。また、他学部や子ども支援部からの協力も大きかった。しかし、生徒の特性に沿っ
た支援のあり方の共通理解の不足や、全体のルールについて生徒対応の中で曖昧になるなど、対応が後手
に回る側面もあった。

・生徒自身の特性や集団の場面での発言や行動の仕方を個別におさえ、教員間で一貫し
た支援ができるよう共通理解を図っていく。
・生徒にとって一貫した支援ができるよう、学校全体のルールとして分かりやすく示す工夫
をしていく。

子ども支援部

①年３回実施　　アンケートの有効性（肯定的
意見８割）
②執行部や各委員会での肯定的評価（７割）
③教職員の肯定的評価（８割）

①実績　教職員ア
ンケート
②実績　生徒・教職
員アンケート
③教職員アンケー
ト

B

①いじめに関するアンケートにより、生徒の状況を把握でき面談につなげたり、指導のきっかけになったりして
有効だった。また、LINE教室が学部集会や日常の指導につながったり、お便りで保護者へもお伝えしたりした。
②中高の委員会担当教員との連携が図られ、徐々に円滑に運営できた。全校集会の時期と内容、またⅠ類生
徒の委員会参加の仕方は検討が必要であった。
③ケース会の実施やSCとの連携は図られたが、ケース会の報告や問題行動への対応や指導方針の情報提
供が不十分であり、情報共有ができず指導に活かせなかった。

・アンケートは継続する。スマホ教室は生徒の使用状況等を見て内容を考え、講師の選定
を行う。
・体育委員会主催の全校集会を６月に「ふれあい交流」とし、スポーツにこだわらない内容
で計画する。Ⅰ類生徒の委員会参加については、教科等検討会でその都度検討する。
・生徒指導や校内の教育相談の件数が多く、今後有効な指導を行うには体制の検討が必
要である。情報共有には終礼や職員会、メール等で随時発信していく。また、子どもを語る
会を設定し、全校で指導について考える機会をもつ。

寄宿舎
生活支

援

①モニタリングの実施（学期末に１回）
②生活自立室の活用（１５回）、地域の清掃活
動（６回）

①実績
②実施

A

①個別の生活支援計画を活用するにあたり、各学期1回のモニタリングを実施した。
②生活自立室について、計画的に活用し延べ34回の利用となった。地域の清掃活動は谷田バス停清掃は5
回、国府海岸の清掃は1回行った。

①②とも、計画や実施にあたり高等部との連絡・調整などをより円滑に進める

学部・分掌等 指標 評価の方法 評価 結果と課題 次年度への改善策

総務部

・小集団で話し合われた意見を集約し、評価
することができたか。

・実績

B

・学校行事を中心にペーパーレスの振り返り方法を計画し実施した。
グループの中で話し合うことで、考えを深めることができたり、次への意識を高めることができた。総務が計画
した行事以外でもペーパーレスの振り返りをする部署もあり、振り返りの一つの手段として考えてもらうことがで
きた。アンケートを取る方法に比べ、集計の作業が短縮され、担当者としては業務の軽減を図ることができた。

・行事等によっては、記入式の振り返り方が有効な時もある。いろいろな手段を使えるよう
にしていく必要もある。学校評価などは、イントラネットによるアンケート方式を採用した。
・話し合いによる振り返りは、会議時間が長くなる懸念もある。会議運営の工夫により、時
間を確保していく必要がある。

小学部

①全員が学期に1回以上、単元計画を活用し
た授業の実施、振り返りを行うことができた
か。
②授業に関する情報交換や意見交換をする
機会を毎月1回設定することができたか。

①実績
②実績

B

①学期に１回以上、全員が単元計画を作成し、授業の実施や振り返りをすることができた。
②学部会の中で毎回情報交換をする時間を設けたが、時間もあまり取れず意見交換までは難しかった。しか
し、児童の様子や教員の支援について反省し記録を残すことで次の単元を考える際の授業改善に生かすこと
ができたり、指導計画のねらいを立てる際の参考にしたりすることができ、授業づくりの充実につなげることが
できた。

・１学期は単元シートを活用し実態や課題についての情報交換にする。
・２学期以降に意見交換を行う。グループを絞って時間を多く取れるようにし、発表者は疑
問点や改善点を提案して意見が出やすくする。
・計画を立てた時点で情報を共有していくことで、内容によっては学級を超えて一緒に学習
する機会につなげる。

高等部

①授業公開、授業研究の実施
　・つけたい力を意識した年間計画の作成
　・授業参観、授業研究会の参加率UP
②コース制検討会の実施とパンフレットの作
成
　・生徒の多様性への対応案

①実績、
②実績

C

①11月の研究授業を柱に、授業計画・授業内容・支援方法などを検討し、実践することができた。学習グルー
プ内でとどまっている内容もあるので、コース全体で充実をはかれるよう、今後も継続した取り組みが必要であ
る。
②1年生のコース選択に伴い、1年生保護者への説明や1年生の学習は計画的に進めることができた。学部全
体での検討が十分にできなかったので、次年度は計画的に実施できるとよい。

・今年度の反省を活かした、年間計画の作成と授業実践に加え、コースごとで意見交換を
する機会を設ける。
・スムーズなコース選択ができるよう、コース制についての周知を計画的に実施する。

学習支援

①について
・説明会の実施
・スケジュールの明確化
・学部朝礼や終礼、メール等での呼びかけの
実施
②について
・話し合いの実施
・検討・改善した事項を全体に報告

①実績

②実績

B

①職員会や学部朝礼、終礼等で説明し、共通理解やスケジュールの明確化に努めた。自立活動シートや単元
計画の作成や活用については、研修部と協力する等してさらに検討・改善が必要。

②様式や活用について、教育課程検討委員会をはじめ、研修部や進路支援センターと相談する時間を設け
た。教育支援計画等の活用については、教育委員会と相談する機会を作った。

・各計画類の意義や活用を確認したり流れを検討したりして、児童生徒や授業づくりに還
元することができるよう、学部や他の分掌と協力して取り組む。

研修部

①各研修会後に学部研、研修部で振り返りを
行う。
　　教職員の肯定的評価（８割）
②研究授業や授業研、研修会後に参加状
況、内容、会の持ち方等についての振り返り
を実施して、学期ごとに状況等を報告。

①実績
②実績
③実績

C

①自立活動の研修会において、講師の先生の不在であったが、グループ協議は協議の持ち方や人数を工夫
したため、様々な意見が出て充実した内容になった。職業科の研修会においては、公開授業の持ち方につい
て内容や公開の仕方などについて様々な課題があった。公開授業のクラスや場所、あるいは公開する授業と
しての検討など早めより検討練っていく必要があった。
② 研究授業の参観については、参観者や授業研の参加者が少ない時があり、体制作りに課題が残った。より
研究授業が充実したものになるような体制作りが必要。
参加状況、協議の内容等の報告は、後期はできなかった。

・公開するクラスの検討、公開授業の場所について早めに検討、決定する。
→公開授業のクラスについて、目的に合った学級を研修部より提案し、学部主事、学年主
任、担任等と相談し、4月に決定し、準備を進める。
・外部に見せる授業として、学習内容、場所、研修部で練っていく。録画放送や中継などの
利用、広い場所での授業利用、児童生徒の実態と配慮事項　等）
　・経験者研修については、適切な時期に早めに計画を立て、期日を決定する。学習支援
部や学部主事の先生と連携し、できるだけ研究授業を見ることができるように具体的な体
制を組む。

進路支援

①計画についての検討
②・アンケートまたは学年会での実施後の意
見の集約
　・学部全体での振り返りの実施
③課題についての検討

①実績
②実績
③実績

B

①分掌部会で、職場体験学習や現場実習の内容について事前に話し合いを行い、実施した。
②高等部では、実習終了後に学年ごとにアンケートを実施し、その内容を集約して学部で反省会を行った。実
習先の決定の仕方や生徒に応じた柔軟な対応など、たくさんの課題が出た。中学部では、職場体験実施後に
学部全体での振り返りを行った。来年度の職場体験学習の日数ややり方について検討を行った。
③中学部の職場体験については、日数と回数を変更することにした。高等部の現場実習については、実習先
の決定にあたって、事前に学級・学年での話し合いを十分に行うようにした。また、実習の日数や時間について
も、個々の生徒の実態に応じてより柔軟に対応することにした。

・職場体験、現場実習実施後の振り返りは継続して行う。
・職場体験については、実施時期や回数、日数などを変更したことについて検証する。
・現場実習については、実習先や実習の内容等が生徒の実態に合ったものであったかを
検証する。

学部・分掌等 指標 評価の方法 評価 結果と課題 次年度への改善策

地域連携

①公民館からの情報をメール、終礼等で全体
に周知。
②公民館主事、地域コーディネーターとの検
討会を学期毎に設定。
③交流会で地域の方との話し合いを設定、意
見集約。

①～③実績

A

①公民館からの情報をメールや回覧、終礼等で呼びかけ、周知できるようにした。
②各学期末に公民館主事、地域コーディネーターと各学部の公民館担当教員とで検討会を実施した。反省点
等を学部に知らせたり、改善したりすることができた。
③３月１８日に実施予定。来年度につながるテーマを設定し、グループ協議を行う予定。

①これまで実施した地域との学習の様子を校内に掲示し、地域の方とどんな学習がおこな
われているかが具体的にわかるようにし、学習計画に役立てもらえるようにする。
③もっと早い時期に実施できないか検討する。

情報管理

①図書イベントの実施（年3回）
②ホームページ更新（月2回）
③学校新聞のレイアウト変更・検討（学期1回）

①実績
②実績
③実績 A

①地域の方と一緒に、図書イベントを企画・運営し、年4回実施した。読み聞かせを実施するクラスが増えた。
②毎月3回以上、行事等の記事を中心に更新した。HPについて、教員への周知が不十分であった。
③年間を通して、読みやすく書きやすい新聞になるよう、記事やレイアウトの検討を行った。年4回発行した。

①本の選定など、実践プロと連携した取り組みを進める。
②教員へ更新のお知らせをするとともに、記事の依頼をしていく。また、デザイン等の変更
についても、周知していく。
③年度初めのところで、今年度の結果をもとに、記事の年間計画を伝える。

研修部

・各研修会への地域の小・中・高等学校への
参加状況と感想。

・実績

B

・職業科の研修では、外部からの参加者がなかったが、夏期セミナーや自立活動研修においては、近隣の小
中高等学校からの参加が多数あった。

・次年度においても、夏期セミナー公開授業研などの案内をしていきたい。また。公開授業
研修会の際には、参観や研究協議への外部の方の参加の仕方について検討し、改善して
行いたい。

学部・分掌等 指標 評価の方法 評価 結果と課題 次年度への改善策

健康安全

①マニュアルの改訂
②学期に1回の安全点検、修繕状況報告
③月1回の報告、周知

①実績
②実績
③実績

B

①訓練を2回行い、マニュアルを見直したが、改訂までには至らなかった。毎年見直し、必要に応じて改訂して
いく。
②安全点検実施し、遅くなったが、回覧にて修繕の状況報告を行った。
③ヒヤリハットの報告が少なく、月１回とは行かなかったが、３ヶ月に１回くらい回覧にて報告を行った。

②今年度点検の期間を決めていなかった。来年度は行事予定に組み込んでいるので、計
画的に行う。
③ヒヤリハットについて年度初めに文書を出して呼びかける。月１回、呼びかけを行う。

事務

①月1回の巡回点検の実施
②計画的更新計画の作成

①実績
②実績

B

①点検を実施し、不良個所の早期発見、改修に努めた。予算上すべての改修は不可。
②エアコンについては設置年度による一覧表の作成を行った。

①、②優先順位をつけながら計画的改修を行う。

※目標達成状況をＡ（９０％以上）、Ｂ（７０％～８９％）、Ｃ（５０％～６９％）、Ｄ（４９％以下）、Ｅ（わからない）の５段階にて評価

重　点　目　標 方　　　策

児童生徒の心身の健康を守り、安心・安全を
確保するために、安全衛生点検を徹底するとと
もに、危機管理体制の整備を図る。

①アクションカードを使った救急対応訓練の実施、振
り返り、マニュアルの改訂
②安全衛生点検実施後の、修理・改善及び修繕の状
況報告
③各学部にハット箱の設置、ヒヤリ・ハットの情報収
集及び職員会での報告等による全体への周知

・このような取り組みを、どのよう
に実践したか。改善したかをあげ
た方が良い。
・関わりの中で、何を学ぶのか
しっかり見据えてほしい。

関係者評価

①地域の人材を活用して、図書室利用を促進してい
く。
②毎月ホームページを更新して、情報発信していく。
③読みやすい学校新聞を目指して、レイアウト等を工
夫していく。

安全で生活しやすい学校環境、職場づくりの推進

・地域の小・中・高等学校等の教員に対して特
別支援教育の啓発をする。

施設の適切な維持管理により、児童生徒・教
職員等の安心・安全を確保する。

地域や外部へ本校教育の理解啓発を図るた
め、計画的・魅力的な情報発信を推進する。

「地域づくり」と直結した学校づくり（センター的機能、地域連携、授業実践）の推進

・校内研修会、公開研等の案内をし、必要に応じて地
域連携センターと連携をとって参加を呼び掛ける。

①定期的な巡回点検及び修繕
②老朽化した設備等の計画的な更新

国府公民館や地域の方と連携をとり、地域の
良さを積極的に取り入れ、学習活動の充実を
図る。

①地域人材、地域資源の活用の呼びかけ（情報提
供）を行う。
②公民館と学校との連絡調整を行うとともに、公民館
主事や地域コーディネーターとの検討会を設定する。
③年度末に地域の方と教職員との交流会を設定す
る。

重　点　目　標 方　　　策

①各コースの目指す姿、つけたい力を意識した、授業
づくりと授業改善
②コース制の周知

①一人一人の自立活動シートの作成・重点目標の共
有、学部会や教科会等において支援・手立ての共有・
振り返りを行う。
②学部集会や行事の事前学習等において、集団学
習のルールやマナーについてめざす姿を伝える。

生徒の実態や発達段階に応じた職場体験学
習や現場実習の充実を図る。

①職場体験学習や現場実習の内容について、分掌
部会で検討を行う。
②実施後、アンケートや学年会などで反省を行ったう
えで、学部全体で振り返りをする会を実施する。
③各学部からの反省をもとに、分掌部会で今後の課
題や検討事項などについての話し合いを行う。

実践（授業、単元、行事）や事業ごとの「まとめ」「振り返り」「評価」を特に重視し、PDCAサイクルによる取り組みの充実

・行事の振り返りの方法について提案し、学校
全体で取り組める仕組み作りを進める。

・授業実践を通し、各コースの教育内容の充実
を図る

生徒指導や教育相談の体制を整え、充実を図
る。

授業力・生活指導力の向上を目指した校内研
究の推進と研修の充実

①個別の生活支援計画の活用
②生活自立室の利用・地域の清掃活動など生活力を
高める取り組み

重　点　目　標

・単元計画の活用による遊びの指導及び生活
単元学習の充実

方　　　策

①いじめの未然防止の為の「いじめに関するアンケー
ト」やスマホ安全教室の実施
②児童生徒会の円滑な運営
③校内・校外の相談ケース会の実施やスクールカウ
ンセラーとの連携

　実践の充実と省力化を目指し、新しい様式の
個別の支援計画、年間指導計画、自立活動
シート、単元計画の作成や活用を推進する。

集団的な取り組みを通して、個と集団としての豊かな育ちをめざす教育の推進

①遊びの指導、生活単元学習の単元計画の作成、授
業後の振り返り、反省・評価の記入
②遊びの指導、生活単元学習の授業内容や反省評
価などについて、学部全体での情報交換、意見交換
をする場の設定

・分掌会、学部会ごとの振り返り、職員会で小グルー
プに分かれて振り返る方法などを提案する。
・担当から運営委員会、職員会で改善策等が報告で
きるよう各係と調整する。

重　点　目　標

①共通理解を図り、見通しをもって作成することがで
きるようにする。

②教育課程検討委員会や主事会、研修部、進路支援
センター等と連携し、活用の在り方や様式について、
さらに検討・改善する。

関係者評価

・それぞれの発表を聞いたが、豊
かな育ちをめざす教育になったの
か、もう一歩深まるものや反省が
ほしい。どうこどもたちが成長した
のか、小・中・高として縦の流れを
入れて見てほしい。
・公民館の主催で、学校見学をし
た。児童生徒の実態をつかみ、
各段階に応じた教育していると感
じた。普段、なかなか学校に入る
ことはないが、とても参考になっ
た。
・困っているクラスメイトなどを気
にするようになり、先輩や後輩に
目がいくようになったりと子どもの
成長が見れた。

関係者評価

関係者評価

・PDCA　サイクルによる取り組み
ということだが、最終的に児童生
徒が生活する力を高める事が必
要、各学部どのように力をつけて
きたか、３学部の流れとしての積
み上げが必要である。その流れ
がしっかり見えるようになれば良
い。実際には、どの学部も取り組
んでいるだろうが、この反省の中
では見えにくい。

・公民館と学校のつながりはとて
も深いつながりになっている。こ
のつながりはマンパワーでのつな
がりである。これからもしっかりつ
ながっていくことが大切。
この国分町は、海をいかすことが
大切。最高の環境にある。
自然環境を活かした取り組みを
取り入れていくことが重要。
・地域に根ざした学校という観点
から、学校から地域に開いていく
ことが大切。閉鎖的であってはな
らない。

平成３０年度　　　学校重点目標　及び　学部・分掌等の重点目標・方策

生活力の向上

①外部講師を迎えて自立活動や職業科についての
理解を深め、学校全体で研修を行う。
②各学部主事や学習支援部と連携をし、研修等の日
程調整等を計画的に進め、より多くの教職員が、研究
授業を見に行ったり、授業研究に参加できたりする体
制づくりを行う。

方　　　策

仲間つくりや集団つくりを推進し、人とかかわっ
たり協力し合ったりする力を育てる。

B

B

A

B


