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平成３０年度学校評価 最終評価（自己評価）

① 安全・安心な学校づくり
本年度の

② 一人一人に応じた指導・支援の充実
重点目標

③ 社会に開かれた教育課程の構築

項目 担当 重点目標 具体的方策 最終評価（評価結果と課題）

① 生徒 ・安全な通学環境の整 ・スクールバスの運行経路の補 ・横断歩道の新設等で不具合が出た停留所が

安全・安 指導 備 正とダイヤの調整を行う。 数カ所あり、その都度調整した。ダイヤは、

心な学校 ほぼ予定時刻に到着できた。（達成度90％）

づくり ・交通安全に対する意識の向上 ・年齢や実態に応じた指導内容で、交通安全

を図る。 教室を年に２回実施した。また、高等部の自

力通学生を対象に、年３回の通学オリエンテ

ーションを実施し、交通安全に対する意識を

高めた。本年度の本校における交通事故発生

件数は０件であった。（達成度90％）

・基本的生活習慣の定 ・進んで挨拶をする習慣の定着 ・計画的に挨拶運動を実施し、小学部の児童

着 や身だしなみに対する意識の向 も主体的に参加する様子が見られた。また、

上を図る。 高等部の生徒会や委員会を中心に廊下等に生

活目標や保健目標を掲示し、基本的生活習慣

に関する啓発活動を行った。今後も充実した

活動を増やしたい。（達成度80％）

・いじめの早期発見、 ・学校生活に対する聴き取りを ・本年度の聴き取り等では、いじめに関して

適切な事案対処 実施して早期発見に努める。 対応の必要がある事例は２件であったが、現

・いじめ不登校等対策委員会で 在は２件ともほぼ改善している。今後も普段

いじめに関する情報を共有し、 から暴言やからかい等に気を付けながら、児

対処の在り方を検討する。 童生徒の実態把握に努め、いじめの未然防止、

早期発見を強化したい。（達成度90％）

保健 ・的確な緊急時の対応 ・児童生徒の実態に合ったケー ・毎学期始めに、様々な場合を想定して緊急

体育 の定着 スを想定して計画をする。 時における対応訓練を行った。１学期は「て

・訓練で気付いた課題等を全体 んかん発作」、２学期は「転倒による頭部外

の場で報告し、全職員で周知す 傷」、３学期はＡＥＤ使用時のＤＶＤを視聴

る。 後、「心室細動」を想定した訓練を実施した。

各訓練後には、全職員間で問題点を出し合い、

次回以降の訓練の課題とすることで、より良

い訓練が実施できた。緊急時には、より迅速

で的確な対応ができると思われる。(達成度90

％)

・食物アレルギー対応 ・食物アレルギーのある児童・ ・食物アレルギー対応が必要な児童生徒につ

をはじめとした、安全 生徒に関わる職員が、状況をし いて、養護教諭、栄養教諭、保護者で再度懇

な給食の実施 っかり共有できるよう、チェッ 談し、給食での対応を確認した。また、対応

クシートを作成していく。 食について厨房と主に担任が間違いがないか

・「アレルギー反応を起こさせ をダブルチェックすることが定着した。

ない」という対策と「アレルギ ・給食当番の健康チェック表を作成し、職員

ー反応が起きてしまった」とい をはじめ、児童生徒に定着することができた。

う対策の両面から考えていく。 ・ランチルームでの嘔吐物の処理方法につい

て、より安全・安心な対応を検討することが

できた。(達成度90％)

② 進路 ・小・中・高を通した ・キャリア教育の全体計画を作 ・いなざわ特別支援学校キャリア教育全体計

一人一人 指導 系統的なキャリア教育 成していく。 画の一次案ができあがった。キャリア教育の

に応じた の充実 観点で捉えた必要とされる基礎的・汎用的能

指導・支 力について、本校の実践例を具体的に挙げる

援の充実 ことで、それぞれの発達段階での課題とその

目標の設定がより系統的なものになると考え

る。今後は、各教科におけるキャリア教育に

ついて小１から高３までの具体的な指導内容

を挙げ、さらに教務と連携していくことが課

題である。

（達成度50％）

・進路関係情報の整理 ・データベース化した福祉サー ・事業所等の情報を一覧にして見やすくまと

と運用 ビス事業所、企業等に関する情 め、利便性の高いデータベースがほぼできあ
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報を書類や資料の作成に活用す がった。まずは、進路指導部での活用を中心

る。 に進めていく。今後は、情報を必要とする職

員がいつでも見られるように進路指導主事を

中心に随時更新していきたい。（達成度70％）

情報 ・ＩＣＴを活用した実 ・児童生徒の実態に合わせたハ ・タブレット端末をｉＰａｄ７台、Ａｎｄｒ

教育 践の充実 ード・ソフトを導入する。 ｏｉｄ５台とすることができた。複数台を連

携して運用する授業が行われるなど、少しず

つ活用の幅が広がってきている。（達成度70

％）

・教職員がＩＣＴ機器を活用す ・ＩＣＴ機器の活用について夏季研修で講座

ることができるように知識・技 を開いたり校内の教材教具展でアプリを紹介

術の伝達を進める。 したりした。少しでも多くの職員が活用する

ことができるようにさらに研修を重ねる必要

がある。（達成度50％）

研修 ・職員の専門性の向上 ・研修では、職員の興味関心や ・現職研修では、必要な研修に加え興味・関

必要性の高い内容を選んで計画 心のある内容をアンケート等で調べ、計画し

する。 た。多くの職員が積極的に興味のある内容の

研修に参加し、指導力や専門性の向上につな

がった。（達成度80％）

・研究では、各部で課題となっ ・各部で課題となっている教科・領域につい

ている教科・領域について見直 てグループを作って昨年度出された問題点の

しや整備を行う。 確認を行い、改善方法について話し合い、検

証を行った。（達成度80％）

自立 ・自立活動の指導の充 ・学習指導要領の改定による変 ・夏季休業中に、教育支援部と連携し、稲沢

活動 実 更点について、夏季休業中の研 市の小中学校教員と本校の教員を対象として

修会等で説明する。 研修会を実施した。学習指導要領の改定点や

これまでに取り組んできた内容をまとめ、周

知を図った。今後も関係分掌と連携を図り、

情報提供ができるようにしていきたい。(達成

度90%)

・共通理解の下で自立活動の指 ・冊子「自立活動の指導」を配布し、ケース

導が進められるように、冊子「自 会等を定期的、計画的に実施した。指導内容

立活動の指導」を配付する。 や指導方法の見直し、児童生徒の学習状況な

どについて共通理解を図りながら指導を進め

ていくことができた。(達成度90%)

・自立活動に関する相談会を夏 ・夏季休業中に自立活動相談会を実施し、各

季休業中に実施する。 ケースについて個別に情報を提供した。その

後の様子や状況についても引き続き相談や情

報交換を行った。今後、より良い研修方法や

内容、情報提供の仕方を検討していきたい。(達

成度80%)

③ 総務 ・児童生徒の様子がよ ・小・中・高各部の目標に沿っ ・学校だより第17号、18号、19号を発行し、

社会に開 く伝わるような、学校 た記事や新しい企画紙面を検討 年度末には20号を発行する。各号とも小学部、

かれた教 だよりの内容の充実 し、小中高一貫教育を反映させ 中学部、高等部の行事や活動をふんだんに取

育課程の た紙面を製作する。 り入れ、紙面構成など情報提供の仕様も工夫

構築 して製作・発行した。小１の給食の様子の紹

介では、保護者から好評をいただけた。また、

小中高の連携についても部主事の視点から紹

介することができた。

・児童生徒の活動を、写真や作 ・多くの紹介記事に写真を併載し、文章と写

品を通して、視覚的に分かりや 真の両面から分かりやすい紹介記事に仕上げ

すい紙面とすることを目指す。 ることができた。（達成度90％）

教務 ・社会に開かれた教育 ・職員、他校務分掌、保護者、 ・外部諸機関と連携して、学校間交流や外部

課程の実現と学習指導 外部諸機関と連携したり、地域 講師による講義、バスケットプロチームのク

の充実 社会の資源を生かしたりしなが リニック及び試合観戦などを計画、実施した。

ら互いに共通理解して教育関係 また、地域の清掃活動なども行った。それら

諸表簿等の立案ができるよう、 の活動を、「社会に開かれた教育課程」とし

啓発に努める。 て、年間指導計画や個別の指導計画に明記し

ていくことを来年度に引き継いでいく。（達

成度80％）
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・常にＰＤＣＡサイクルを意識 ・個別の指導計画の共有について部会で話し、

した授業改善を行えるようにす 児童生徒の学習の目標や手立てを共通理解す

る。 ることを啓発した。授業の話合いや計画メモ

の活用を推奨したことで、授業に携わる教師

が、授業のねらいや進め方をより共通理解し

て授業に臨むことができた。課題は、授業後

に、担当者が皆で授業内容等を振り返る時間

の確保である。（達成度70％）

教育 ・特別支援教育につい ・教育支援部だよりを活用した ・本校ＨＰにＷｅｂサイト「ふれあい通信」

支援 ての情報発信 り、研修会を実施したりしてい を作り、「合理的配慮」「感覚統合」の二つを

く。 載せた。また、巡回相談、事例検討会、ふれ

あい相談時に、支援の参考にしてもらうよう

に配布した。夏季研修会は、テーマのニーズ

を考え、多くの参加者に参加してもらうこと

ができた。来年度は外部講師による研修会の

計画をしている。（達成度90％）

・相談支援の充実 ・ふれあい相談について、校内 ・校内ふれあい相談について、部懇談や担任

の児童生徒保護者への周知をさ との懇談時に紹介をした。相談依頼があり、

らに図る。 リーフレットの流れに沿って、担任と連携し

て実施することができた。さらに周知を図る

ために、本校ＨＰに校内ふれあい相談のリー

フレットを掲載した。（達成度70％）

図書 ・図書室の環境の充実 ・児童生徒が使いやすい図書室 ・背の低い書架を一つ追加し、絨毯に座って

と児童生徒の読書活動 の新しいレイアウトを考え、環 読めるスペースに多くの図書を配架できるよ

の推進 境を整える。図書だよりを通じ うになった。そのため、児童生徒が手に取り

て、保護者にも知らせる。 やすいように、絵本を中心に一部の配架を変

更した。年度当初に図書だよりで図書室内の

配置や貸出利用を伝えた。図書室環境につい

ては、レイアウトの変更による大きな混乱は

なかった。今後も、利用しやすい図書室環境

を維持しつつ、移動書架や面展示書架等を利

用し、図書への関心を高める工夫を進める。

（達成度77％）

・読書週間の充実を行う。外部 ・読書週間、お話会を予定どおり実施した。

団体からの本の貸出利用、外部 「作って食べよう」「防災」「図書委員のおす

団体によるお話会を実施し、い すめ本」を特集テーマとして、関連図書を稲

ろいろな物語に触れる機会を設 沢市立図書館からの貸出利用をし、特集を充

定する。また、お話会の様子を 実させることができた。読書週間のテーマは

掲示した図書だよりを地域の図 「よい」66％、お話会の内容は「よい」「ま

書館に掲示依頼する。 あまあよい」76％との校内評価だったが、読

書週間中の図書室利用率は54％と半数ほどに

留まった。各部のお話会実施曜日が月曜に集

中したため、学活や週初めで利用者数の一番

多い月曜日に図書室を利用できない状況が多

くなったことも原因と考えられる。来年度の、

実施方法や日程等を外部団体と調整していく。


