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平 成２６年 度
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重

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ー ト （県立川島ひばりが丘特別支援学校）

将来の自立や社会参加に向け、心豊かに、たくましく生きる力を身につけることのできる学校
保護者や地域、関係諸機関から信頼され、誇れる学校

１ 児童生徒一人ひとりの可能性と力を最大限引き出す指導体制づくり。
２ センター的機能の更なる充実と、地域に開かれ地元の学校として親しまれる学校づくり。
３ 年間を通して児童生徒が健康で安全に学習できる環境づくり。
※ 重点目標は３つ以上の設定も可。重点目標に対応した評価項目（年度達成目標を意味する。）は複数設定可。
※ 番号欄は重点目標の番号と対応させる。評価項目に対応した「具体的方策、方策の評価指標」を設定。
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現状と課題
○授業改善では、オーダー
方式、授業者支援会議の活
用が定着してきた。特に経
験者には有意義であった。
今後は重度化・多様化する
児童生徒への教育課程の在
り方や指導方法について検
討していく必要がある。ま
た、医療型入所施設の入所
者増加に伴う訪問教育対象
児に対し、チームで取り組
む体制を整備する必要があ
る。
○昨年度、二学期制移行に
関する課題をあげ、討議し
た。来年度実施に向け、教
職員の具体的なイメージ化
を図り、課題解決をさらに
進めていく必要がある。
○支援籍学習へのさらなる
理解推進のため関係教委と
連携を深める必要がある。

年
度
評価項目
○児童生徒の変容、
成長を実感できる授
業づくり

○平成２７年度二学
期制導入に向けた教
育課程、行事、評価
等の整備
○地域に密着したセ
ンター的機能の充実
と支援籍学習の拡充
充実

校

自

標
具体的方策
①オーダー方式の授業研究の継続と授
業研究会（年２回）及び実践報告会
（３月）、初任者研修、年次研修の研
究授業、研究協議を実施する。（通
年）
②ＰＣやタブレット端末等によるＩＣ
Ｔの活用や学校図書館の整備・充実、
研究授業の指導案及び記録映像等のデ
ーターベース化に取り組む。（通年）
③就学・転学に関して、関係機関等
（市町教委、施設、医療等）とのネッ
トワークを構築し、迅速な事務手続き
と対応を進める。（適宜）
①二学期制に向けて先行実施校への視
察（５月・６月）、職員研修会（７
月）を実施する。
②行事の精選及び日程調整、評価サイ
クル等、教育課程検討委員会、教務部
を軸に各学部で検討する。
①川島町教委と連携した巡回指導、町
内小・中の教職員の研修を実施する。
②学区の小中高の教職員に対し、本校
主催の公開講座等（７・１２月）への
参加を周知する。
③リーフレットを用いた支援籍学習の
啓発と保護者の意向を汲み取った事前
事後の打ち合わせを進める。

己

評

目

③必要性を周知でき、利
用可能者の登録割合が９
０％を超えたか。

・複数の連絡手段が整い、
まち comi メールでは９０％
を超える登録となった。

○学校開放事業、支援籍学
習、交流学習等での本校へ
の理解は進展している一方
で、施設開放事業以外での
地域住民の来校は少ない。
広く県民に対しての情報発
信の方法の充実・強化に努
める必要がある。

○学校及び特別支援
教育の情報発信と充
実

①ＨＰの更新を適宜行い、保護者に即
効性のある情報提供をする。
②スクールマスコット「ひばりん」の
活用と児童生徒の作品展示等を通じ、
地域へのＰＲを行う。（通年）

①ＨＰの更新を月２回以
上実施できたか。
②地域活動への取組が実
施できたか。

○いじめ防止対策、安全な
学校づくりのため、事故防
止に向けて、引継ぎや情報
共有、研修会等を実施し、
チームで取り組む必要があ
る。
○防火・防災等の緊急時の
危機管理体制の整備・充実
については、今後も多方面
と連携し、改善・推進して
いく必要がある。

○健康で安全・安心
に学習できる指導体
制の確立と環境の整
備

①保健研修会、児童生徒理解研修会、
情報交換会等を実施し、全教職員の共
通理解のもと、医療的ケアを実施す
る。（通年）
②いじめ防止のための 研修会（教職
員・児童生徒・保護者）と児童生徒へ
の指導について年間計画を作成（５月
中旬まで）し、実施する。
③緊急時・災害時に備え、複数の連絡
手段の活用を拡大する。（通年）

①研修会、情報交換会の
充実及び担当教員の育成
が図られたか。

出席者

価

②年間計画を作成し、ア
ンケート等を活用し、取
組に成果がみられたか。

②ＩＣＴの活用、学校図
書館の整備、データーベ
ース化が進み、活用でき
たか。
③関係機関と連携し、適
正な就学支援の実施及び
迅速な受け入れ対応、指
導の実施ができたか。
①視察及び研修会を実施
することにより、教職員
の共通理解が進んだか。
②二学期制の円滑な移行
に向け、計画的な取組が
できたか。
①巡回指導及び研修会が
計画的に実施できたか。
②本校以外の教職員、地
域住民の参加数に増加が
みられたか。
③本人、保護者の意向に
沿った支援籍学習が進め
られたか。

※学校関係者評価実施日とは、最終回の
学校評価懇話会を開催し、学校自己評
価を踏まえて評価を受けた日とする。

ほぼ達成(８割以上)
概ね達成(６割以上)
変化の兆し(４割以上)
不十分(４割未満)

年度評価（
評価項目の達成状況
・初任者研修、年次研修等
の研究授業、研究協議はほ
ぼ計画的に進めることがで
きた。研究協議直前のＤＶ
Ｄ視聴は効果的であった。
・タブレット端末、スイッ
チ教材の活用が増えてい
る。図書検索システムが完
成、運用された。
・市町教委とのネットワー
ク会議を２回実施し、就
学、支援籍について理解を
深めることができた。
・視察報告、研修、職員会
議等での論議により共通理
解は図られた。
・計画的に進められた。ま
た行事の意義、目的につい
て再確認ができた。
・川島町の全小中学校の要
請に応じて巡回相談及び支
援することができた。
・公開講座は１、２回合わ
せて約５０名、２月の３回
目には約１０５名の外部か
らの参加があった。
・支援籍希望者３８ケース
について実施できた。また
リーフレットが完成し、次
年度に向け活用する。
・部署にばらつきがある
が、概ね月２回の更新がで
きた。
・さきたま秋祭り、世界キ
ャラクターサミットに参加
し、学校や児童生徒の活動
を紹介できた。川島町中央
作品展へ出展し、理解啓発
につながった。
・新規の担当教員は１４件
の育成となり、昨年より７
件の増であった。研修会、
情報交換会等も計画的に実
施できた。
・アンケートではいじめの
実態はなかった。

方策の評価指標
①授業研究会、実践報告
会、対象者の研究授業、
研究協議が計画的に実施
できたか。（年１４回）
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Ｗ５２
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１名
４名

評

価

月
日 現在）
達成度
次年度への課題と改善策
Ｂ
・オーダーについての検討や
オーダーがその後の授業にど
う生かされているかを検証す
ることが必要である。研究授
業を互いに見合える体制の工
夫が必要である。
・さらなるＩＣＴへ活用の理
解、推進が必要である。学校
図書館の組織的運営について
整備する必要がある。
・就学において市町教委との
連携については早期から情報
交換をしていく必要がある。
Ａ
・評価のサイクルは確認でき
たが、行事の数は減っていな
い。今後、実施後の検証と修
正、行事の精選も含めて継続
的に検討していく必要があ
る。
Ａ
・川島町教委との連携につい
ては継続していく。
・公開講座については、本校
職員のニーズの他、小中高の
教職員等のニーズを考慮した
内容を考えていく必要があ
る。
・リーフレットを活用した啓
発を進めていく。

実施日 平成２７年２月１８日
学校関係者からの意見・要望・評価等
○授業研究等が計画的に実施されたのは
評価できる。研究授業やオーダー方式
が、その後、先生方の授業づくりにどう
つながり、児童生徒の変容に成果が表れ
たかを研究する工夫が大切である。
○オーダー方式の授業研究等、内容によ
っては教職員だけでなく、授業参観等の
機会で保護者から改善方法の意見を聞く
こともよいのではないか。
○ICT の活用においてスイッチ教材やタ
ブレットの活用は有効なので、是非進め
てもらいたい。
○学校図書館の充実と検索システムの活
用も次年度に引き継いでほしい。
○重度の子どもたちになると、変容がす
ぐに表れないことが多い、２学期制のよ
うな長いスパンで適切な指導と評価の体
制を確立していくことは意味のあるもの
ととらえている。
○施設事業者にとって第三者とのかかわ
りは重要であり、センター的機能は必要
なシステムと実感している。
○巡回相談は地域の小学校にとって非常
に助かっている。支援籍学習において地
域的な交流が生まれた。

Ｂ

○スクールマスコット「ひばりん」を活
用して学校や教育活動を PR にていくこ
とは有効な手段であると思う。一方では
まだまだ特別支援学校の認知は少ない。
今後も PR していくことは必要である。
○HP を見るともう少し画像（写真）の
アップを頻繁に更新すると伝わると思
う。

Ｂ

・ＨＰ、ネットコモンズの活
用は今後も課題である。
・「ひばりん」の活用につい
ては校内、学区内の催しでの
活用を充実させることも必要
である。作品の出展について
も学区内に積極的に働きか
け、機会の拡大を図る必要が
ある。
・新規担当教員の育成は、県
の研修会終了後からの実地研
修となるので、担当教員の実
施に至るまでに時間がかか
り、年度内の実施期間が短
い。育成方法の工夫が課題で
ある。
・いじめに限らず、虐待等、
人権意識の醸成につながる取
組が継続的に実施される必要
がある。
・災害時に備え、メールが受
信できない家庭への連絡方法
を工夫し、連絡網、メールの
他、ＨＰでの伝言、災害用伝
言板等の活用も検討課題であ
る。

○安心安全のために引き続き、防災訓練
や緊急時対応訓練と教員のスキルアップ
のための研修会を実施していってほし
い。
○いじめや体罰が無いことはよいが、思
わぬところで事故が起きるのが学校でも
ある。事故が起きた時の対応が重要なの
で、職員のスキルアップを図っていって
ほしい。
○学校メールは重要であり、活用を進め
ていく必要がある。

