平成２７年度

学校評価総括評価表
徳島県立ひのみね支援学校

徳島県教育
基本目標

『とくしまの教育力を結集し，未来を創造する，たくましい人づくり』 ～県民とともに考え，ともに育むオンリーワン教育の実現～

学校経営
基本方針

「三つの保障」「二つの指導」「一つの約束」
三つの保障：「学習の保障」，「安全の保障」，「人権の保障」
二つの指導：「人間性」と「専門性」の融合，「規律と礼節」
一つの約束：「地域や保護者に開かれた学校」

本校の
教育目標

「徳島県教育振興計画」に基づき，児童生徒一人一人の個性と人権を尊重し，自立と社会参加の促進に向けて，自己実現に努める心
豊かな人間を育成する。

本年度の
重点目標

自立と社会参加の促進に向けて，３つの「Ｉ」を三位一体で推進する。
ＩＣＦ（国際生活機能分類）の理念に基づく障がい児の理解と啓発の推進
一人一人の児童生徒の実態を把握し，具体的な指導内容を設定する。そして，キャリア教育プログラムの推進を図る。
２ ＩＣＴ（情報通信技術）の推進による外部の専門家を活用した授業改善
授業の中でＩＣＴを効果的に活用し，指導方法の改善を図りながら，児童生徒の学力向上につなげていく。
３ ＩＳＯ（新学校版環境ＩＳＯ）の推進を通したＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）への取組
ＥＳＤ（Education for Sustainable Development）に取り組む中で，他者・社会・自然環境とつながり，かかわる力を育成する。
１

平成２７年度末総合評価

次年度への課題

１ ＩＣＦの理念に基づいて，本校児童生徒の生命・生活・人生におい １ 今後は，設定場面の指導によって身に付けたコミュニケーション力を生
て重要と考える「コミュニケーション能力の向上」に焦点を当て，個 きる力として，学校生活全体や家庭や地域社会で発揮するための般化の指
別の指導計画の充実とＰＤＣＡサイクルによる授業実践に取り組んだ。 導の充実を図ることが課題である。そのためには，外部の専門家によるコ
また，総合教育センターの協力を得ながら研修を充実させた結果，「目 ンサルテーション等を活用し，個別の指導計画に般化場面の評価ができる
標設定の妥当性」に関して，学部主事・ワーキンググループ教員を中 ように整備するなどの試行をしながら，般化のための指導計画を教育課程
心に，個別の指導計画支援ツールの試案を作成することができた。
に位置付けていくことが必要である。
２ 本年度の事例報告会等の研修により，身体の動きに困難のある児童 ２ ＩＣＴの推進については，外部の専門家と連携し，身体の動きに困難の
生徒に対して能動的な活動を促すために，ＩＣＴ機器を活用しようと ある児童生徒の能動的な活動を支援するためのＩＣＴ機器の活用プログラ
する教職員のニーズを高めることができた。また，ＩＣＴ機器を授業 ムを実施する。企画総務課や情報・防災課等が連携してシステム的に推進
で使用している具体的な実践事例をデータベース化する取組を本年度 する。特に児童生徒の能動的活動の実態把握や評価シートの試行に重点的
は開発することができた。
に取り組む。
３ ＩＳＯの推進については，新学校版環境ＩＳＯ推進委員会で計画や ３ ＩＳＯの推進については，ＩＳＯの活動全般について児童生徒が主体的
活動内容について検討しながら実施することができた。ＥＳＤのアプ に取り組める活動を考案するとともに，重度の児童生徒の学習として計画
ローチの一つとして，学校周辺のごみ拾いの活動を児童生徒・保護者 的に導入していく方策を検討し，学校全体で取り組んでいけるようにする。
・教職員が協力して実施している本校の実践が評価され，『国際教育オ また，より多くの人に呼びかける機会を作り，保護者同士や地域との関わ
ープンフォーラム～高校生による国際支援活動とＥＳＤ～』で発表で りを広げられるように検討する。
きた。
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重点目標１
重点課題
○自立と社会
参加の基盤
となるコミ
ュニケーシ
ョンについ
て，一人一
人の児童生
徒に育てた
い力や課題
を明らかに
し，個別の
指導計画に
位置付けな
がら，教員
が指導の方
針や方向性
を共通理解
しやすくす
る必要があ
る。

ＩＣＦ（国際生活機能分類）の理念に基づく障がい児の理解と啓発の推進
重点目標

自
己
活動計画と評価指標

評

価

学校関係者評価
評

価

○教員間の共通 ＜活動計画＞
＜活動計画の実施状況＞
総合評価
理 解 を 図 り な ① 全児童生徒について学 ① 児童生徒一人一人の
がら，コミュ
期に１回ケース会を実施
ケース会を学期に１回 ＜評定＞
ニケーション
し，教員間の共通理解を
ずつ実施し，コミュニ
Ａ
力を育て，生
図る。
ケーションの目標や指
活の中で活用
導の手立てについて話
させる。
し合った。
＜所見＞
［Ⅰ類型］
② コミュニケーションに ② ７月に校内の情報担
児童生徒一人一人に応じ
・困った時など， 関する指導や支援機器等
当者を講師に ＩＣＴ を
たコミュニケーション力を
必要なことや
の研修を年３回以上行う。 活用したコミュニケー
育てる指導については，個
自分の意思を
ション支援の希望研修
別の指導計画に基づきなが
伝えるコミュ
会を４回実施し，８月
ら指導の充実が見られた。
ニケーション
に外部講師を招いた肢
特に，Ⅰ類型の指導にお
力を育てる。
体不自由児のコミュニ
いては，校外にコミュニケ
ケーション支援に関す
ーションの場を設定する等，
［Ⅱ～Ⅳ類型］
る研修会を１回，校内
地域社会で活用できること
・一人一人の児
教員によるコミュニケ
を意識して，般化場面を指
童生徒に応じ
ーション評価の研修会
導計画に位置付けて取り組
たコミュニケ
を１回実施した。
んだ。
ーション力を
Ⅱ～Ⅳ類型においては，
育てる。
③ コミュニケーションに ③ 小中学部の全職員で
児童生徒の実態から身近な
関する実践について，学
１回コミュニケーショ
教員とのコミュニケーショ
部会で年３回以上情報交
ンに関する目標や指導
ンが中心であった。今後は，
換を行う。
の手立てについて共通
保護者や隣接する総合療育
理解を図り，指導体制
センターと協働しながら，
を整えた。その後は，
家庭や地域社会で活用でき
学部別のケース会を中
るコミュニケーション力を
心に，学期毎の評価等
育てることが必要である。
について情報交換を２
コミュニケーションを含
回行った。
めて児童生徒に身に付けさ
せたい力や育てたい力が見
④ 個別の指導計画のコミ ④ 個別の指導計画の目
通しやすい指導計画や支援
ュニケーションに関する
標設定の妥当性を高め
計画のあり方を検討するこ
目標設定の妥当性を高め
るための研修を，演習
とが必要である。
る研修を，学部主事やワ
形式で実施した。６・
ーキンググループを対象
７・８月には学部主事
に実施する。
・ワーキンググループ
他，校内の希望する教
員を対象として，10月
には全教員を対象とし
た。
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学校関係者の意見

次年度への課題
今後の改善方策
今後は，身に
付けたコミュニ
ケーション力を
学校生活全体の
中で活かしなが
ら，家庭や地域
社会に般化する
指導が課題であ
る。そのために
は，児童生徒の
実態や目指す姿
に基づきながら，
どのようなコミ
ュニケーション
力を獲得させた
いか，そのため
の指導方法につ
いて個別の指導
計画を充実させ
ながら，般化の
ための指導計画
を教育課程に位
置付けていくこ
とが必要である。
その際には，今
後も外部の専門
家のアドバイス
を活用しながら
進めていきたい。

＜評価指標＞
＜評価指標の達成度＞
① 各児童生徒のコミュニ ① ２学期末までのコミ
ケーションに関する個別
ュニケーションに関す
の指導計画の目標で「目
る個別の指導計画の目
標に十分達した」，「目標
標の「目標に達した」
に達した」という評価を
以上の評価は，全校に
80%以上得る。
おいて87%得られた。
②

＊

｢評定｣の基準
重点目標２

重点課題

学部主事やワーキング ② 「研修を活用して目
グループの教員の90％以
標設定の妥当性を高め
上が，児童生徒のコミュ
ることができたか」と
ニケーションに関する目
いう質問に対して，学
標設定や評価について，
部主事・ワーキンググ
妥当性を高めることがで
ループ教員計８名の回
きたと回答する。
答はそう思う７名（87.
5％），あまり思わない
１名（12.5％）であっ
た。

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：あまり達成できなかった

ＩＣＴ（情報通信技術）の推進による外部の専門家を活用した授業改善
自
己
評
価
重点目標

活動計画と評価指標

評

価

○ Ｉ Ｃ Ｔ 機 器 ○ＩＣＴ機器の ＜活動計画＞
＜活動計画の実施状況＞
総合評価
を授業で活
積 極 的 な 活 用 ① ＯＡＫプログラムを活 ① ６月にＯＡＫプログ
用したいと
を推進し，授
用した，児童生徒の実態
ラムについての研修会，＜評定＞
考えている
業改善を図る。 把握についての研修・事
12月にＯＡＫプログラ
Ｂ
教員が多い
例発表等を年間３回以上
ム中間報告・研修会し
ものの，実
実施する。
た。３月に事例研究報
際に活用に
告会を実施予定である。
まで至って
＜所見＞
いるとは言
② e-ラーニング等を利用 ② e-ラーニングを活用
い難い。（昨
し，ＩＣＴ活用に関する
した自己研修としては，
ＩＣＴ機器を活用した授
年度評価よ
自己研修を年間３回以上
「ＩＣＴ活用につい
業実践に焦点を当て始めた
り）
行い，その活用法につい
て」，「 ＩＣＴ 機器って
ＯＡＫプログラムであった
○児童生徒の
て考察する機会を設ける。 なに？」，「授業での活
が，児童生徒の実態を把握
実態把握と
用について」である。
することの重要さを再確認
してＯＡＫ
することとなった。
プログラム
③ 授業への活用を推進し，③ 授業への活用推進と
ＯＡＫプログラムの活用
を活用して
活用事例を５件以上デー
して，校内研修等を行
だけではなく，記録媒体と
みたいとい
タベース化する。
った。活用事例のデー
してiPad・デジタルビデオ
う声が上が
タベース化は，企画総
カメラの活用という従来の
っている。
務課で推進している「教
記録媒体の活用を十分に推
（昨年度研
材教具のデータベース」 進することが難しかった。
修会より）
を活用した。
しかしながら，研修等を行
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Ｄ：全く達成できなかった

学校関係者評価

次年度への課題

学校関係者の意見

今後の改善方策
課題
・ＩＣＴ機器を活
用した，児童生
徒の実態把握を
実施し，データ
を活用した授業
実践を行う。
・ＩＣＴ機器を活
用した実態把握
を基に，児童生
徒の変化を評価
できるシートを
作成する。
・情報・防災課の
み単独でデータ
ベース化するの
ではなく，校内
各課と連携して，
シンプルで活用
できるデータベ
ースを作成する。

＜評価指標＞
＜評価指標の達成度＞
① 研修・事例発表を３回 ① 研修・事例発表とし
以上実施する。
ては，「ＯＡＫプログラ
ムについて」，「ＯＡＫ
プログラム中間報告」，
「ＯＡＫプログラム事
例研究報告会」の３回
である。

＊

｢評定｣の基準
重点目標３

重点課題

②

自己研修を年間３回以 ② 校内ネットワークを
上実施する。
活用し，アンケート形
式・e-ラーニングを年
間３回実施した。

③

事例を５件以上データ ③ ２月時点では，４件
ベース化する。
である。

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

っていくことにより，今ま
では「ＩＣＴ機器の使用や
その活用方法に関しては難
しい」といった感覚を持っ
ていた教員もやってみよう
という行動が現れてきてい
る。
事例のデータベースに関
しては，本年度，企画総務
課が作成した「教材教具の
データベース」を活用した。
このデータベースには，Ｉ
ＣＴ機器を活用した事例が
含まれていることから，校
内での課の連携を十分に行
って，より効果的・効率的
に活用できるものを作って
いく必要がある。

Ｃ：あまり達成できなかった

Ｄ：全く達成できなかった

ＩＳＯ（新学校版環境ＩＳＯ）の推進を通したＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）への取組
自
己
評
価
学校関係者評価

次年度への課題

重点目標

今後の改善方策

活動計画と評価指標

評

価

＜活動計画＞
＜活動計画の実施状況＞
総合評価
○ 新 学 校 版 環 ① 新学校版環 ①ｰ1 新学校版環境 ＩＳＯ ①-1 ４月３日，11月２
境ＩＳＯの
境ＩＳＯの活
推進委員会を実施し，計
日に新学校版環境ＩＳ ＜評定＞
活動を推進
動の推進と見
画や活動内容について確
Ｏ推進委員会を実施し
Ｂ
する必要が
直しを実施す
認・協議する。
た。２月にも今年度の
ある。
る。
反省と次年度の内容に
ついて実施予定である。
＜所見＞
①ｰ2 管理職による内部評 ①-2 ９月に管理職によ
学校版環境ＩＳＯは７年
価を実施する。
る内部評価を行い，12
目の活動となる。今年度は
月に県教委へ提出した。 学校周辺のごみ拾いの活動
へ，多くの保護者の参加が
② 保護者と連 ②ｰ1 ペットボトルのキャ ②-1 ５月にキャップを
あった。また，校内の環境
携した活動を
ップ集めのリサイクル運
集める趣旨の案内を保
整備として，隣接するみな
充実させる。
動を，保護者と連携して
護者宛に配付し，通学
と高等学園と協力して花を
実施する。
生を中心にリサイクル
増やすことができたり，生
活動を実施している。
徒同士の交流もできたりし
て有意義な活動であった。
②ｰ2 学校周辺のごみ拾い ②-2 ６月の参観日の３
課題については，リサイ
の活動を集まりやすい時
校時，ごみ拾いを一斉
クル活動として回収したペ
間に設定し，児童生徒・
に実施をした。86名が
ットボトルキャップの送付
保護者・教職員が協力し
参加できた。（一昨年度
先の検討がある。昨年度ま
て実施する。
は56名）
での送付先が回収中止とな
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学校関係者の意見

リサイクル活
動についてはペ
ットボトルキャ
ップの送付先の
めどがつけば，
そのまま継続し
たい。そうでな
い場合は内容を
変更してリサイ
クルの活動を実
施したい。
ＩＳＯ の活動
全般について児
童生徒が主体的
に取り組めるよ
うな活動を考え
ていきたい。そ
のために，児童
生徒それぞれの
実態に応じてで
きることを考え，
活動内容を提案
していきたい。

③

地域と協力 ③ みなと高等学園の生徒 ③ ５月20日，６月24日，
した校内環境
と本校生徒が協力して花
11月13日に，両校の生
づくり
を植える等の校内環境整
徒達が協力して，マリ
備を実施する。
ーゴールド，サルビア，
パンジー等の花の植栽
を実施した。

ったため，集めたキャップ
をどのように送るか，もし
くは違う内容でリサイクル
活動に取り組むか等を検討
し，次年度の活動につなげ
ていかなければならない。

＜評価指標＞
＜評価指標の達成度＞
①ｰ1 新学校版環境ＩＳＯ ①-1 ４月，10月に実施
推進委員会を学期に１回
した。３学期には２月
実施し，計画や活動内容
に実施予定である。
について確認・協議する。
①ｰ2 管理職による内部評 ①-2 ９月の内部評価で
価を年２回（９月・２月） は客観的な評価ができ，
実施する。
改善点が見えてきた。
次年度の取組について
は，２月に検討予定で
ある。
②ｰ1 ペットボトルのキャ ②-1 ５㎏未満の月もあ
ップ集めのリサイクル運
ったが，平均して月５
動で，毎月５kg以上を回
㎏以上を回収できた。
収する。
②ｰ2 学校周辺のごみ拾い ②-2 各学部において２
の活動を各学部で年２回
回実施することができ，
以上，児童生徒・保護者
達成した。
・教職員が協力して実施
する。
③

＊

｢評定｣の基準

みなと高等学園の生徒 ③ ３回，みなと高等学
と校内環境整備を年２回
園の生徒と本校生徒が
以上実施する。
協力して花の植栽を実
施した。

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた
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Ｃ：あまり達成できなかった

Ｄ：全く達成できなかった

