平成２９年度学校評価総括評価表
徳島県立ひのみね支援学校
学校教育目標

本年度の重点課題
重点課題 Ⅰ
専門性・資質・授業力の向上をめざした研修の充実
○児童生徒一人ひとりのコミュニケーション力の向上に関する研修の推
進

徳島県学校教育目標
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～

（具体的内容の例）
・的確な実態把握に基づいた指導内容を実践する。

本校の教育目標

児童生徒一人ひとりの個性と人権を尊重し，社会参加と自立に向けて，自己実現に努める心 ・キャリア教育支援プログラムの視点を踏まえた授業を実践する。
豊かな児童生徒を育成する。
・ICT 機器を効果的に取り入れた授業を実践する。
めざす子ども像
・外部専門家を活用した授業を実践する。
○たくましい心や体をめざして学習する児童生徒
○自分の思いを自分で伝える児童生徒
・教員の「協働」によりチームとして授業を実践する。
○いろいろなことにチャレンジする児童生徒
・校内体制の改善・構築を図る。
本校の教育方針
重点課題 Ⅱ
○児童生徒の命と人権を守り，安心して学べる安全な教育環境づくり
安心・安全な学校づくり
○健康・安全教育の徹底
○教師の専門的な知識を高める校内研修の充実
（具体的内容の例）
○キャリア教育の視点に立った小・中・高一貫した授業を通した進路指導の推進
・防災・防犯体制の整備を図る。
○自立活動の指導内容や方法の充実

・医療機関との連携を深める。

○家庭・地域と連携し，信頼される学校，開かれた学校づくりの推進

・医療的ケアについての研修を行い医療的ケアの基礎的な知識を持つ。

○地域のセンター的役割として，地域や小・中・高からの相談体制の充実

・医療的ケア緊急対応マニュアルに基づく体制を整備する。

○学校公開やホームページを積極的に活用した地域への情報発信

・安全な給食指導・摂食指導の充実に努める。

○学校間交流や居住地交流，地域との交流の充実

・児童生徒の実態に即した緊急時対応体制を整備する。

○新学校版環境 ISO の活動を中心にユネスコスクールとして持続可能な開発のための教育の ・ヒヤリハットの情報を提供し安全に対する意識を共有する。
推進
・施設設備，校内外の教育環境を整備する。
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平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標
評価指標

①的確な実態把握
に基づいた教育実
践を行う。

① 教員 の 70 ％ 以上
が，個別の指導計画
において，実態に応
じた各学期の目標設
定 が 「 で き た 」「 ほ
ぼできた」と回答す
る。

小
学
部 ②緊急対応マニュ
アルを整備し，教
員の対応力の向上
を図る。

②-1 校内及び校外学
習時の医療的ケア緊
急対応マニュアルを
作成する。

②-2 学習時間帯と給
食時間帯での緊急搬
送訓練を各 1 回実施
する。

目標達成のための活動計画

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）

①-1 Ⅲ類型の児童を対象とした ①-1 Ⅲ類型の児童２名を対象
事例研究を通して客観的に児童 とした事例研究で学部の全教員
の行動を観察・理解する方法に がグループに分かれ，担任を中
ついて学ぶ。
心に検討することで，児童の行
①-2 学期毎に各グループでケー 動を観察・理解する方法を学ぶ
ス会を実施し，実態に応じた目 ことができた。
標が設定できているか検討する。①-2 各学期１回以上５つのグ
①-3 ３学期にアンケートを実施 ループ毎にケース会を実施し，
する。
目標を検討することができた。
①-3 教員の 75 ％が実態に応じ
た目標設定が「できた」「ほぼ
できた」と回答した。
②-1-１ 学級又はグループ毎に ②-1-1 学級又はグループ毎に児
児童の主治医，緊急時と判断す 童の医療的ケアの状況や情報，
る状態・状況，教員の動きを表 対応を表や図に示したマニュア
や図に示したマニュアルを作成 ルを作成することができた。
する。
②-1-2 印刷し，学部長が一括し
②-1-2 緊急対応マニュアルを共 たファイルに保管し，校外学習
有できる場所に保管し活用する。前に担任と確認した。
② -2-1 Ⅲ -２ 類 型 児 童 を 対 象 と ②-2-1 訓練を実施する対象児童
し，担任，養護教諭，学校看護 と想定時間を決定，担任を中心
師等で実施日，想定時間帯を調 に実施日を調整し，全校で実施
整する。
できる日を決定した。
②-2-2 全校で緊急搬送訓練を実 ②-2-2 学習時間帯は９月，給食
施し，訓練後に感想や改善点を 時間 帯は ５月の放 課後に 実施
協議する。
し，緊急対応に直接当たる立場
以外の役割等についても改善点
等が協議できた。
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Ｂ

Ｂ

① 個 別 の 指 導 計 画 で 〇実態に応じた目標を
「目標に十分達してい 設定するためには，客
る」と評価した目標は，観的な児童の実態把握
的確に発達課題を捉え が不可欠である。また，
ていることがベストで それを関わる教員で共
ある。的確な実態把握 通理解し，同じ方法で
や目標設定について， 関わることも必要であ
学校全体で質を上げて る。学期毎に各グルー
いくためには，全体的 プで実施しているケー
なトレーニングが必要 ス会で，目標の検討を
ではないか。
行っているが，そのあ
り方についてはグルー
プ任せになっている。
ケース会での検討内容
や持ち方について検討
し，改善することが課
題である。
〇児童の医療的ケアの
状況や情報，対応を表
や図に示したマニュア
ルを作成することで，
グループで確認するこ
ともあるため，毎年作
成していきたい。また，
訓練を重ねることで改
善点の発見確認ができ
るため，回数を重ねる
ことも重要である。

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標

①生徒の的確な実
態把握に努め，コ
ミュニケーション
力の育成を図る。

評価指標

目標達成のための活動計画

①コミュニケーショ
ンのアセスメントチ
ェックリスト（福山
特別支援学校版）に
おいて，１項目以上
で向上が見られる生
徒 が 50 ％ 以 上 にな
る。

① -1 Ⅲ ・ Ⅳ 類 型 の 生 徒 に つ い
て，コミュニケーションのアセ
スメントチェック（MEPA-Ⅱ R
及び福山特別支援学校版）を行
う。
①-2 グループでビデオ撮りなど
をして生徒の実態を検証し，外
部専門家のコンサルテーション
を受ける。

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）

①-1 ７月に，中学部Ⅲ・Ⅳ類
型の生徒について MEPA-Ⅱ R
のコミュニケーションに関する
項目を，再度チェックを仕直し
た。また，アセスメントチェッ
クリスト
（福山特別支援学校版）
を使用し，７月と１月にチェッ
クを行い，どのくらい向上した
中
かを調査した。１項目以上で向
上が見られた生徒は 100 ％であ
学
った。
①-2 グループでビデオ撮りな
部
どを して 生徒の実 態を検 証し
た。高松養護学校の谷口公彦先
生による年間２回のコンサルテ
ーションでは，コミュニケーシ
ョン力の育成のための実態把握
の方法や指導について助言をい
ただいた。
② ICT 機器等を効 ② 教員 の 70 ％ 以上 ②-1 学部会で ICT 機器等の活用 ②-1 学部会で ICT 機器等の活
果的に活用した授 が，「ICT 機器等の有 に関するミニ研修を行い，技術 用に関するミニ研修を年間 10
業を実践する。
効活用ができた」と や活用の仕方について，教員間 回実施した。事後のアンケート
回答する。
で共有化を図る。
において，中学部教員の 91 ％
以上が「ICT 機器等の有効活用
ができた」という肯定的評価で
あった。
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Ｂ

Ａ

①評価指標を満たすこ
とができた重点目標は
Ａとし，できた，でき
なかったを明確する方
が改善につながる。ま
た，達成した目標につ
いては別の課題に取り
組むようにしていくこ
とも必要でないか。
活動計画に対しての
評定を記載し，重点目
標に対して総合評価す
るとわかりやすい。

② ICT 機器等の活用
に関する研修会は，学
期末等にまとめて実施
するより，回数を増や
し積み重ねる方法がス
キルが上がり効果的で
ある。

〇コンサルテーション
によって，重度・重複
障がいの生徒のコミュ
ニケーションや認知に
ついて見方や捉え方を
実践的に学ぶことがで
きた。それによって，
アセスメントチェック
リストを修正する教員
もいた。チェックリス
トによって生徒の成長
を感じることができた
が，教員の発達に関す
る知識不足から各項目
の意味を読み取れてい
ない場合も見られ，コ
ミュニケーション・認
知の発達に関する研修
が必要である。
〇 ICT 機器等の活用
に関するミニ研修は，
「簡単に毎回１つ学ぶ
ものがあった」と好評
であった。今後も継続
したい。また，生徒へ
の提示の仕方など授業
等で実践時に使えるも
のにしていきたい。

③修学旅行を安心 ③教員，生徒，保護 ③-1 参加生徒について，医療的
・安全に計画し， 者の 80 ％以上が，
「安 ケアを含めた 24 時間の配慮事項
実施する。
全な実施にむけて準 を表にして，引率教員間で共通
備（共通理解等を含 理解を図る。
む）が十分できてい
た」と回答する。
③-2 宿泊先や見学先の消防署や
総合病院と連絡をとり，緊急時
対応を備え，緊急時対応マニュ
アルを作り，引率教員間で共通
理解を図る。

③-1 参加生徒についての配慮
事項一覧表，医療的ケアを含め
旅行中の教員の動きをシミュレ
ーションしたスケジュール表を
作成し，引率教員間で共通理解
を図った。
③-2 宿泊先には，特別に休憩
室や食形態等を依頼した。宿泊
先や見学先に近い総合病院５カ
所にも緊急時の受診を依頼し備
えた。また，緊急時の対応マニ
ュアルや病院マップを作り，引
率教員間で共通理解を図った。
③ -3 事 後 ア ン ケ ー ト を 実 施 す ③-3 事故や病気などのトラブ
る。
ルもなく，修学旅行を実施する
ことができた。事後のアンケー
トでは「安全な実施にむけて準
備が十分できていたか」という
問いに対して，教員 46 ％が「と
てもそう思う」，54 ％が「そう
思う」と回答した。生徒と保護
者では「とてもそう思う」が 100
％であった。また，保護者と生
徒の 100 ％が今回の修学旅行
は，「とても良かった」という
肯定的評価であった。
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Ｂ

③数年前まではセンタ
ー生が多く，通学生は
少数であったため，病
棟の看護師に同行依頼
していたと思う。現在
は通学生が多くなり，
状況が変わってきてい
るのであろう。学校看
護師の同行も含め安全
な実施にむけて検討を
重ねる必要がある。

〇教員による事後アン
ケートでは，通学生の
割合が高くなっている
こともあり，日常的に
医療的ケアをしている
学校看護師の同行を望
む声があった。こうし
た課題を含め，修学旅
行のあり方を修学旅行
検討委員会で考えてい
きたい。

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標
評価指標

①的確な実態把握
に基づいた個別の
指導計画の目標を
設定し，指導を実
践する。

① 教員 の 70 ％ 以上
が，個別の指導計画
の目標設定や評価に
ついて「妥当性を高
めることができた」
と回答する。

目標達成のための活動計画

①-1 アセスメントチェックリス
ト等を活用し，各生徒の実態を
確認し，個別の指導計画の目標
を設定する。
①-2 個別の指導計画の目標設定
後，目標の妥当性を検討するケ
ース会議を年間３回以上実施す
る。
高
①-3 ２グループ毎に対象生徒の
事例研究を実施し，外部専門家
等
のコンサルテーションを年間２
回受ける。
部
①-4 年度末にアンケートを実施
する。
②生徒の実態に即 ②教員の 90 ％以上が ②-1 生徒の実態(怪我・発作・
した緊急時対応体 「整備された｣と回答 食事中の誤嚥など)に応じ，緊急
制を整備する。
する。
時対応マニュアルを担任が作成
する。
②-2 緊急時対応マニュアルにつ
いて学部会で周知する。
②-3 緊急性の高い生徒４名を対
象とした緊急対応訓練を実施す
る。
②-4 年度末に，アンケートを実
施する。

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）
①-1 アセスメントチェックリ
ストの活用は１年のみで，２，
３年は前年度の個別の教育支援
計画を確認し，目標設定をした。
①-2 ケース会議を年間３回実
施した。
①-3 ２名の生徒の事例研究を
におけるコンサルテーションを
年間２回実施した。
①-4 アンケートを実施し，教
員の 80 ％が｢充分に妥当性を高
めることができた｣及び｢少し妥
当性を高めることができた｣と
回答した。
②-1 緊急対応マニュアルを担
任が作成した。手術のため病棟
で授業を行うことが多かった１
名については作成しなかった。
②-2 緊急性の高い生徒４名に
ついて，緊急時の対応を周知す
る時間を設けた。
②-3 緊急性の高い生徒を各Ｈ
Ｒから１名ずつ合計４名の訓練
を実施した。
②-4 アンケートを実施し，教
員の50％が｢充分整備された｣，
残り50％が｢少し整備されてき
た｣と回答した。
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①小学部①と同じ

Ｂ

②目標が「整備する」
では毎年同じ目標にな
るので，ステップアッ
プできるように評価を
「見える化」する必要
がある。
Ｂ

〇教員間で生徒の実態
を的確に把握すること
がまだ不十分である。
改善方策としては，担
任が実態把握やアセス
メントチェックリスト
を確認する実態把握週
間を設定する必要があ
る。そして，実態把握
週間から目標設定まで
の期間を長くする必要
がある。
〇実際の有事の際に，
マニュアルだけでは安
全に動くことができな
い課題がいくつかあげ
られた。次年度は，冷
静な判断力を身につ
け，有事の際に全体に
素早く周知できるよう
な環境の設定(防犯ブ
ザ ー 等 の 利 用 し ,周 知
をはかる)を行った上
で，新たに改善したマ
ニュアル作成し，訓練
は継続して実施してい
く。

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標
評価指標

①コミュニケーシ
ョン力育成に向け
て，実態把握に関
する校内研究を推
進する。

企
画
総
務
課

目標達成のための活動計画

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）

① 80 ％以上の教員
が「実態把握の取組
ができた」と回答す
る。

①-1 全体研修(スタート研修５ ①-1 全教員を対象としたスタ
月），グループ研修(３回以上)， ート研修後，校内６グループで
報告会（２月）を実施する。
対象児を決め，コミュニケーシ
①-2 研究課題に対する外部専門 ョンの実態把握に関する研修を
家によるコンサルテーションを，各グ ルー プで７～ ８回実 施し
学部別の６グループ毎に２回ず た。２月に６グループの実践報
つ受ける。
告会を実施した。
①-3 年度末にアンケートを実施 ①-2 県内のコミュニケーショ
する。
ンエイドの専門家及び県外の特
別支援学校教諭を講師に招き，
各グループで２回のコンサルテ
ーションを受けて指導に役立て
た。
①-3 ２月のアンケートで，
「グ
ループの対象児について客観的
な実態把握ができた」について
は，教員の 25 ％が「とてもそ
う思う」，67 ％が「そう思う」
と回答した。「実態把握の方法
を身につけることができた」に
ついては，教員の 15 ％が「と
てもそう思う」69 ％が「そう
思う」と回答した。
②研修会（保護者 ② 研修会の参加者の ②-1 外部専門家を招き，口腔ケ ②-1 歯科衛生士の指導者を講
・教員対象）を企 80 ％以上が「健康維 アや口腔機能を高めるマッサー 師に招き，「夏休み親子スマイ
画・実施し，生徒 持に役立った」と回 ジ等についての講義や演習を実 ル教室」を実施し，口腔ケアや
の健康維持に向け 答する。
施する。
マッサージについて学んだ。
て共通理解を図る。
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①実態把握は基本的に
自己評価になるので，
信頼性を高めるために
客観的評価を実施する
必要がある。

Ｂ

Ｂ

〇今年度は，コミュニ
ケーションに関する実
態把握や実態把握を踏
まえての指導に取り組
んだ。自発的に発信で
きる機会を整えること
により，意図的な動き
を引き出すことができ
たり，授業の映像視聴
の分析により児童生徒
の微細な発信の読み取
りの理解が進んだりし
た。ただ多忙な中での
効果的な研修の持ち方
には課題が残った。次
年度は研修の持ち方に
ついて検討する。
〇今年度と同様，内容
の充実した親子研修会
に向けて，今年度中に
計画を立てる。参加で
きなかった保護者への
研修内容の情報提供に
②仕事等で参加できな ついては継続する。
い保護者に対して，研
修内容を情報提供でき
ればよい。親子での参
加なので通学生が多い
が，センター生の参加

②-2 講師のプロフィールや日程
を詳しく広報し，参加を呼びか
ける。
②-3 研修会終了後及び２学期に
アンケートを実施する。

②-2 講師のプロフィールを載
せた研修案内を作成し参加を呼
びかけ，８組の親子及び 26 名
の教員の参加があった。
②-3 実施直後のアンケートで
は，参加者全員が「健康維持に
役立つ内容があった」と回答し
た。10 月のアンケートでは，
参加者全員が「講義や個別のア
ドバイスが参考になった」，78
％が「研修で学んだことを継続
して活用している」と回答した。
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が増えるよう考えてほ
しい。

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標
評価指標

①年度初めに的確 ① 1 月の職員会議で
な実態把握を行う 「実態把握期間」を
ことができる期間 明確にしたスケジュ
を確保するために，ールを説明・提案す
ケース会等の時期 る。
を適切に設定する。
教
務
課

目標達成のための活動計画

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）

①-1 ９月までに課内で５回以上 ①-1 教務課内で学部別や全体
話し合い，案を作成する。
で５回話し合い，案を作成した。
①-2 教員アンケートを 10 月に 保護者懇談の時期や内容等を見
行い，案に対する意見を集約し， 直すことで，実態把握の期間を
案を修正する。
今よりも１週間長く設定できる
①-3 10 月の校務運営委員会で ようにした。
案を検討する。
①-2 ①-3 の理由により，実施
していない。
①-3 10 月の個別の教育支援計
画検 討委 員会で案 を提案 した
が，個別の指導計画の評価を年
２回にする案が検討されたこと
に伴い，当初考えていたスケジ
ュー ルを 変更する ことに なっ
た。２月の個別の教育支援計画
検討委員会で案を検討し，職員
会議で説明した。
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○次年度，実施した上
で，実態把握期期間や
保護者との懇談・ケー
ス会の内容等，更なる
改善を図る。

Ｂ

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標

①進路や福祉サー
ビスに関する情報
を提供し，小中高
一貫した進路指導
を推進する。

進
路
・
支
援
課
②徳島赤十字ひの
みね総合療育セン
ターとの連携を深
め，児童生徒への
安心･安全な支援の
方法についての情
報を共有する。

評価指標

目標達成のための活動計画

①-1 研修会後にアン
ケートを実施し，80
％以上の参加者が，
「満足･やや満足」と
回答する。
① -2 進 路 ･支 援 通 信
に，福祉サービスや
施設等の進路に関す
る情報を，毎回掲載
する。

①-1 PTA 進路研修会（福祉サー
ビスの現状等），教員対象の施設
体験会（夏季休業中），保護者施
設見学会を企画し実施する。
①-2 進路･支援通信を年間３回
各学期末に発行する。

②-1 年度末に，学校 ②-1 学校･病棟連絡会を年間２
･病棟連絡会について 回（５月と３月）実施する。
のアンケートを実施
し，80 ％以上の教員
が，安心・安全な支
援に役立ったと回答
する。
②-2 ひのみね生活支 ②-2 ひのみね生活支援連絡協議
援連絡協議会におい 会を月に１回（８月を除く）実
て，安心･安全な支援 施し，児童生徒の学校や病棟で
に関する内容につい の生活について，協議や連絡を
て，情報交換を行う。 行う。

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）
①-1 PTA 進路研修会には保護
者 7 名，教員 34 名の参加者が
あり，98%が「満足･やや満足」
と回答した。教員対象の施設体
験会には８名の参加があり，全
員が｢良かった･役立つ｣と回答
した。保護者施設見学会には８
名の参加があり，全員が｢とて
も良かった･良かった｣と回答し
た。
①-2 進路･支援通信を年間３回
各学期末に発行し，福祉サービ
スや施設等の進路に関する情報
を掲載した。
②-1 年間２回（５月と３月）
実施した。アンケートでは，教
員の 77 ％が「安心・安全な支
援に役立った」と回答した。80
％未満であったが，多くの教員
が必要だと考えていることが確
認できた。
②-2 月に１回（８月､３月を除
く）実施した。児童生徒の学校
や病棟での生活について協議や
連絡を行い，身体面や医療的な
配慮事項等，安心･安全な支援
に関する内容について，共通理
解を図ることができた。
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Ｂ

①特別支援学校では，
卒業後大学や専門学校
に進学し専門性を高め
るいうことは少なく，
高等部卒業後すぐ作業
所や施設に入所や通所
をすることが多い。教
科学習を中心としたカ
リキュラムでは，卒業
後の生活に向けての準
備となる学習が少な
い。専門性を高める学
習等をもっと積極的に
行ってほしいという保
護者の声がある。
進路･支援通信を通
じて情報提供したこと
に対しての評価が必要
である。

Ｂ
②他機関との情報共有
は，ますます厳しくな
っている。個人情報の
やりとりは慎重に行う
必要がある。

〇進路研修会について
は，今後も開催を希望
する意見が多く，次年
度も実施したい。保護
者の参加者が少ないの
で，内容や実施時期・
時間を検討する。
〇進路･支援通信は次
年度も年間３回各学期
末に発行する。

〇アンケートでは，実
施時期や時間について
改善が必要という意見
があった。徳島赤十字
総合療育センターと連
絡を取りながら検討を
行い，次年度も学校･
病棟連絡会を実施す
る。
〇次年度も，ひのみね
生活支援連絡協議会を
を月に１回（８月､３
月を除く）実施する。

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標

①「ひのみね人権
の日」の活動を通
して，人権啓発活
動を推進する。

人
権
教
育
課

②不審者対応マニ
ュアルを整備し，
教員間の共有と徹
底を図る。

評価指標

目標達成のための活動計画

①あいさつ運動や放
送に関するアンケー
トを教員に実施し，80
％以上が「達成感を
感 じ て い た 」「 意 欲
的にあいさつが行え
た 」「 前 よ り で き る
ようになった」と回
答する。

①-1 あいさつ運動を年間８回，
人権放送を年間６回児童生徒の
個々の実態に応じた方法で実施
する。
①-2 あいさつ運動日の登校時に
は，玄関に旗を立て，教員が率
先してあいさつをする。
①-3 人権放送の記録を取り，常
時活用できるようにする。
①-4 あいさつ運動等の様子をホ
ームページや人権啓発新聞「花
みずき」（各学期末発行）に掲載
し情報発信を行う。
①-5 アンケートを実施する。

②教員の 80 ％が自分
の動きを把握し，「適
切 」「 前 よ り 適 切 」
に対応できたと回答
する。

②-1 不審者対応訓練を年間２回
行う。
②-2 訓練前には，不審者対応訓
練マニュアルを配布し教室環境
の整備を行う。
②-3 訓練前後に教職員の動きを
確認し，安全に対する意識を共
有する。

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）
①-1 あいさつ運動を年間９回，
人権放送を年間６回児童生徒の
個々の実態に応じた方法で実施
できた。
①-2 あいさつ運動日の登校時
には，玄関に旗を立て，教員は
児童生徒が意欲的にあいさつが
できるよう一緒に積極的にあい
さつをした。
①-3 人権放送の記録を次回の
放送担当学級が参考にした。
①-4 あいさつ運動や人権の花
運動等の様子をホームページや
人権啓発新聞「花みずき」（各
学期末発行）に掲載し情報発信
を行った。
①-5 アンケートでは，教員の 78
％が「意欲的に行えた」「達成
感を感じていた」と回答した。
②-1 不審者対応訓練を６月，12
月と年間２回行った。
②-2 訓練前に，不審者対応訓
練マニュアルを職朝掲示板
（Joruri GW）に載せ，教室環
境の整備も呼びかけた。
②-3 12 月の訓練前には教職員
の動きを再確認した。また不審
者を見かけ連絡するときに特徴
を伝えやすいよう，「不審者特
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Ｂ

Ｂ

①差別解消法に基づく
合理的配慮は本人の申
し出が基本なので，自
分の苦手さや困難さに
ついて自ら申し出る力
を，小学部から卒業後
を見据えて，つけてい
くことが大切である。

〇ひのみね支援学校と
して，もっと学校内外
に積極的に啓発活動を
進めていきたい。
・あいさつ運動につい
ては，登校時間や体調
等により担当日に参加
できなかった児童生徒
がいたので，担当月は
従来通り決めるが，担
当月以外も参加できる
ようにする。
・人権放送内容をまと
め，掲示するコーナー
を作る。
・学校外に関しては，
人権に関する募集にお
いて，年間１つ以上は
応募できるように，教
科担当に周知してい
く。
〇訓練の際の，マニュ
アル確認の声かけをし
っかり行い，イメージ
を持って訓練に取り組
めるようにする。

徴カード」を配布し各教室に掲
示し，有事に対する意識を共有
した。
②-4 ２回目の訓練後にアンケー ②-4 ２回目終了後のアンケー
トを実施する。
トでは，「訓練時の動きが適切
に行えたか」については，教員
の 94 ％が「対応できた」「前回
よりできた」と回答した。「マ
ニュアルの確認について」は，94
％が「できた」と回答した。

- 11 -

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標
評価指標

①コミュニケーシ
ョンの向上につな
がる体験型の学校
行事を実施する。

特
別
活
動
課

①-1 外部専門家を活
用した事業を年間１
回以上行う。
①-2 教員の 70 ％以
上が今年度の交流及
び共同学習の内容が
適当であったと回答
する。

目標達成のための活動計画

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）

①-1 芸術家派遣事業等を積極的 ①-1 １月にクラリネット演奏
に活用する。
会を１回開催した。
①-2-１交流校との事前の連絡打
ち合わせ会を複数回持ち，児童
生徒の実態に応じた交流及び共
同学習を実施する。
①-2-2 ２月にアンケートを実施
する。

①-2-１高等部の交流及び共同
学習において，年度当初の打ち
合わせ会の他，その都度メール
や電話にて密に連絡を取り，打
ち合わせを行った。
①-2 高等部教員と相手校の教
員に アン ケートを 実施し た結
果，82 ％の教員が適当であっ
たと回答した。
②安心・安全な学 ②-１全ての校外学習 ②-1 校外学習計画表の緊急避難 ②-1 職員会議で周知し，災害
校行事を実施する。での緊急対応体制を 場所欄へ記入について，職朝掲 時緊急避難場所の記入欄を新設
明確に表示する。
示板（Joruri GW）で周知を行う。 し，100 ％記入できた。
②-2 学校祭での来校 ②-2 前年度の課題を再検証し， ②-2 来校者の受付名簿への記
者に防犯リストバン 受付名簿の確実な記入と，防犯 入やリストバンドの着用は行え
ドを 100 ％配布する。リストバンドの装着への協力を たが，教員の具体的な対応方法
伝える。
等の周知は不十分であった。
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Ｂ

①プロの演奏家に，障
がいのある児童生徒の
感受性（大きな声で表
現する等）について理
解してもらうことが必
要である。

〇５月の生徒打ち合わ
せ会時に，担当教員同
士も交流会の具体的な
実施内容を含めた打ち
合わせを行う。

〇文化祭時の不審者対
応訓練の実施を検討す
る。
Ｂ

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標
評価指標

①安心・安全な学
校生活に向けて安
全に対する意識を
高める。

保
健
厚
生
課

②安全な給食指導
に向けて，緊急時
対応の体制を周知
する。

①インシデント・ア
クシデント状況報告
書が１学期より 20 ％
減少する。

②年度末に学部会で
協議し，教員の 80 ％
以上が「体制の周知
ができた」と回答す
る。

目標達成のための活動計画

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）

①-1 過去３年間の状況報告書を ①-1 各学部ごとに学期に１回，
基に，各学部ごとに学期に１回， 発生場所，発生状況，原因，今
事例検討会を行い，安全に対す 後の対策等について話し合い，
る意識を共有する。
安全に対する意識を共有するこ
とができた。
①-2 状況報告書の提出された事 ①-2 職朝掲示板（Joruri GW）
故について，職朝掲示板（Joruri で周知し，個々に応じた指導や
GW）で報告し，個々に応じた 支援を実施し，状況報告書の提
指導や支援を実施する。
出が１学期より 42 ％減少した。
②-1 給食時の各教室毎にグルー ②-1 各教室毎のグループリー
プリーダーを決め，緊急時の対 ダーを中心に，緊急時の対応を
応を話し合い，年間２回緊急対 話し合い，５月と９月の年間２
応訓練を実施する。
回緊急対応訓練を実施した。ま
た，５月の緊急対応訓練を実施
する前に，ペグチューブとイリ
ゲーターのクレンメの止め方を
教員が実際に実習し，安全な対
応を確認した。訓練後は，反省
会を行い緊急対応マニュアルを
改善した。
②-2 １月に教員アンケートを実 ②-2 アンケートを実施し，安
施する。
全な給食指導に向けて，緊急時
対応の体制の周知について教員
の 96 ％が「十分できた」「でき
た」と回答した。
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Ｂ

Ｂ

①インシデント報告書
は減少が望ましいので
はない。減少させるこ
とを目標にすると報告
が上がってこないこと
が危惧される。航空が
会社はインシデント報
告書の提出を評価して
いる。
重大に至らなかった
ことを全職員で共有す
ることが重要である。
起きてしまったことに
ついては全職員で対策
を考え共通理解を図
る。必ず起きるという
ことを前提にして考え
ていくことで，事故を
最小限に食い止めたり
起こりにくくしたりす
ることにつながる。

〇インシデントアクシ
デントについて，他学
部の児童生徒の状況に
ついても情報共有を図
り，安全に対する意識
を高め，今後更なる減
少に努める。

〇全グループを対象と
した緊急対応訓練を実
施する。

平成２９年度学校評価総括評価表
自

己

評

徳島県立ひのみね支援学校

価

学校関係者評価

評価指標と活動計画

評

価
学校関係者の意見

重点目標

①ＩＣＴ機器の積
極的な活用を推進
し，授業改善を図
る。

評価指標

目標達成のための活動計画

①-1 ＩＣＴを活用す
るための研修会（教
員対象）を年間５回
以上実施し，アンケ
ートで教職員の 80 ％
以上が「授業で活用
することができた」
と回答する。

①-1 タブレット端末のアクセシ
ビリティや授業等で活用できる
アプリケーションの紹介・活用
方法についての研修会（長期休
業中）を計画・実施する。
①-2 ７月・１月に授業での活用
についてのアンケートを実施す
る。

情
報
・
防
災
課

②防災対策の校内
体制を整備し，防
災意識の向上を図
る。

②-1 教職員の 80 ％ ②-1-1 職員会議等を通じて，避
以上が避難訓練にお 難訓練実施についての周知事項
いて「適切に行動で を伝える。
きた」と回答する。
② -1-2 避難訓練後のアンケー
ト結果を公開し次回の訓練に反
映させる。

次年度の課題と今後
の改善方策

評価指標の達成度と活動計画 総合評価
の実施状況
（評定）
①-1 夏季休業中に，８回の研
修を実施することができた。

①-2 アンケート結果より，「授
業で活用することができた」と
回答した教員は，７月と１月で
92 ％から 93 ％と大きな変化は
なかったが，多くの教員が活用
したことがわかった。その一つ
の要因として，アプリケーショ
ンを有効に活用することができ
ていたことが考えられる。また，
「ICT 機器の活用は学習活動に
対して有用であるかどうか」と
いう質問について，全教員が「有
用である」と回答した。
②-1-1 訓練前には職朝掲示板
（Joruri GW）や職員会議等で
資料配布・説明を行い，避難訓
練実施についての周知事項を伝
えた。
②-1-2 教員の 90 ％が，避難
訓練において「適切に行動でき
た」と回答した。また結果を職
朝掲示板（Joruri GW）等を活
用し全教員に公開することがで
きた。結果を元に，訓練内容を
実態に即した形で反映させるこ
とができた。
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Ｂ

Ｂ

①児童生徒のコミュニ
ケーション手段として
ＩＣＴ機器を活用した
場合，機器の故障等に
よりコミュニケーショ
ン手段がなくなるとい
うことも踏まえて，コ
ミュニケーション力の
向上を図る必要があ
る。
スイッチ本体を押す
ことが難しい場合は，
エアスイッチや視線入
力スイッチが活用され
ている。学校教育で使
う力をつけることで，
卒業後のＱＯＬの向上
の可能性につながる。
②緊急（災害）時に，
学校看護師のみが医療
的ケアを実施するのは
人数的に難しいので，
教員の実施を望む声が
ある。法律上の制約が
あり実施は難しいが，
緊急時のことを考えて
おくことは必要であ
る。平時は実施しない
が，緊急時には対応で

〇次年度も引き続き，
ICT 機器を活用する研
修会を実施する。また，
授業で実践したアプリ
ケーションや ICT 機
器の使用時の効果につ
いて検証する。
（アンケート実施）

〇次年度も引き続き，
避難訓練，アンケート
を実施，教職員への啓
発を行い，防災意識の
向上を図る。
また，地域との連携を
密にするとともに，実
態に即した訓練が実施
できるように訓練内
容，防災計画の見直し
を行う。

②-2 防災に対する教 ②-2-1 学校防災計画を定期的に
職員への啓発活動を 見直し，簡素化を図った資料を
年間 10 回以上実施す 作成する。
る。

②-2-1 学校防災計画は，県の所
定の書式を使用している関係上
簡素化を図ることができなかっ
たが，計画内にある必要な部分
を抜粋した資料を作成し避難訓
練等に活用することができた。
②-2-2 定期及び不定期に，安否 ②-2-2 避難訓練（年間４回），
確認メール配信，校舎内外の点 学校安全の日（年間 12 回）教
検，避難訓練を実施する。
職員研修（年間２回）ＰＴＡ研
修（年間１回）を実施すること
ができた。訓練時の安否確認メ
ール配信を３回するとともに，
校舎内外の点検，避難訓練を実
施することができた。
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きるようトレーニング
したり，特定の医療行
為ができる認定研修を
受講したりしておく必
要があるのではない
か。
評価指標が「実施す
る」では毎年同じ目標
になるので，ステップ
アップできるように評
価を「見える化」する
必要がある。
ハナミズキゾーンの
関係機関で連携協定を
結び，具体的な連携方
法について話し合う必
要がある。

