（別紙様式）

（Ａ３判横）

平 成 ２８ 年 度
目 指 す 学校 像

学 校 自 己 評 価 シ ス テ ム シ ート （ 県立深谷はばたき特別支援学校 ）

・児童生徒の障害特性や発達段階に応じたキャリア教育を推進する学校
・共生社会の実現に向けた特別支援教育の推進拠点の役割を果たす学校
・教職員が専門性とチーム力を発揮して子どもが生き生きと学べる学校
達

重

点

目

標

１個別の支援プランに基づき、児童生徒一人一人が主体的に学べる指導・支援の充実
２各学部のつながりのあるキャリア教育及び自立活動の充実
３インクルーシブ教育システム構築に向けた支援体制とセンター的機能の充実

成
度

※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。

Ａ

ほぼ達成(８割以上)

Ｂ

概ね達成(６割以上)

Ｃ

変化の兆し(４割以上)

Ｄ

不十分(４割未満)

出席者

学校関係者
生徒
事務局(教職員)

９名
１名
４名

※ 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。
学
年
番号

度

目

自

己

標

評価項目

具体的方策

○昨年度まで実施していた発達検査
からさらに知的障害児童生徒に相
応しい発達検査を実施し、合理的
配慮を踏まえた支援プランの作成
による指導支援の充実が課題であ
る。

児童生徒の的

①全児童生徒に対し太田ステージ
や感覚統合観察を実施し、より
障害特性等に応じた指導・支援
の充実を図る。

①全教員が太田ステー
ジを理解して実施で
き、支援プランにも
とづく指導を進める
ことができたか。

②保護者との合意形成のもとに
個々の児童生徒の教育的ニーズ
(合理的配慮を含む)を把握し、
教育支援プランを作成して効果
的な学習を進める。

②個々の児童生徒の教
育的ニーズを明確に
したプランに基づい
て指導・支援ができ
たか。

①発達検査や合理的配慮、主体的
学習など研究テーマに基づいた
校内研修、外部講師による研修
を計画的に実施する。

①②各研修や情報交換
等が授業改善及び指
導力の向上に繋げら
れたか。

確な実態把握
と個に応じた
指導の充実

方策の評価指標

○教員の学び合い（校内研修・外部
専門家の活用・実践研究など）を
通して、児童生徒が主体的に学習
できる授業実践を目指し、教員の
資質及び指導力の一層の向上を図
る必要がある。

教員の指導力

○昨年度まで実践研究の成果と課題
を踏まえ、各学部が繋がりあるキ
ャリア教育を継続して深めていく
必要がある。

各学部におけ
るキャリア教
育の一層の推
進

①各学部及び自立活動部におい
て、キャリア教育の実践研究を
継続する。特に高等部では、教
育課程の複数化の成果と課題を
検証する。

①各学部等で適切なテ
ーマを設定し、実践
研究等を深めること
ができたか。

○従来の自立活動を基礎にさらに知

自立活動の授
業の充実

①自立活動部と連携し自立活動の
時間における指導の改善及び充
実を図る。

①児童生徒の障害特性
や発達課題に応じた
自立活動指導の充実
が図れたか。

多様な学びの
場や地域支援
の充実

①支援籍学習は実施上の合理化等
を検討しながら拡充していく。
②早期支援、小中高支援、就労支
援、相談支援等を適時適切に実
施する。
③就学から卒業後までの継続した
支援を推進するために全児童生
徒にサポート手帳を整備する。

①②各関係機関等と十
分に連携を図り実施で
きたか。

①本校Ｗｅｂサイトの各学部教育
内容紹介をはじめとする各コン
テンツの効果的な作成、配布物
による地域広報を行う。
②地域の各種行事における販売活
動や地域への清掃活動に積極的
に取り組む。

①各コンテンツが効果
的に整備されたか。

の向上及び授
業改善

②各学部間の授業見学会や各教科
部会における情報交換等を通して
授業内容や教材等の情報共有を
進める。

２
的障害の発達課題に相応しい指導
を進める必要がある。
○昨年度までの地域支援業務の成果
と課題を踏まえ、地域連携による
一貫した教育支援をより充実して
いく必要がある。

○地域に貢献する学校を目指して、
県民への効果的な情報発信や地域
の事業等への参加を積極的に進め
ていく必要がある。

積極的な情報
発信と地域貢
献

評

価
２８年 度 評 価 （

現状と課題

１

３

校

③全児童生徒に整備さ
れ活用が図られたか。

②地域において本校生
徒が活躍できたか。

評価項目の達成状況
・太田ステージ等のアセスメント
をふまえた支援プランを作成
し、研修を活かして個に応じた
指導・支援を実施した。
①年度当初、全職員で太田ステー
ジ評価を研修実施、特別非常勤
講師や外部専門家を活用して個
に応じた支援を進めた。
②特別支援教育推進委員会を１０
回実施、本校の基礎的環境整備
（８観点）の作成・確認、合理
的配慮事例資料集の作成中。
①②校内研修２４回、外部専門家
４名の講義等、授業見学週間３
回、年次研、学部研究の研究授
業１８回、大学教授による授業
観察、指導(２回)等を通じ、教
員の専門性・指導力が向上し、
授業改善が図れた。
・各学部で「キャリア教育の視点
を踏まえた授業及び教育課程の
研究」を進め、時間における自
立活動の指導を充実した。
①昨年度の実績を踏まえ、各学部
繋がりのある教育課程を検討・
作成。高等部では教育課程の複
数化の成果（特にグループ別指
導）と課題を検証した。
①自立活動の実践（各学年１事
例）を作成、目標・展開・評価
を明確にし、自立活動部と、よ
り連携した指導を進めた。
・支援籍学習、センター的機能、
地域貢献活動を一層進めた。
①②各関係機関と連携し、支援籍
学習（60 名実施）、支援籍校と
の連絡会を本校で一括実施、地
域支援は(202 件)を行った。
③授業参観、学校説明会等におい
て、サポート手帳の意義と活用
について理解を進め、全児童生
徒に配布した。
①ウェブサイトを、各学部の教育
内容や、学校の取り組みを示せ
るものに改めた。川本地区に隔
月で学校情報を回覧した。
②地域の販売活動を６回（新規事
業として常設販売）、高校や公
民館、老人ホーム等の清掃活動
等を８回実施した。

学
２ 月 １ 日
達成度

Ａ

Ａ

現 在 ）

校
実施日

関

係

者

評

価

平成２９年２月９日

次年度への課題と改善策

学校関係者からの意見・要望・評価等

・保護者アンケートの内容
を理解しやすくするた
め、説明や例示を取り入
れるなど工夫を図る。
①根拠に基づくアセスメン
トを継続、実施、活用を
図ることで、より個に応
じた指導・支援の充実に
繋げる。
②今年度の成果を踏まえ、
合理的配慮を含む個別の
教育支援プラン作成をよ
り保護者と連携し、継続
した指導・支援をさらに
充実していく。
①②大学教授、外部専門家
の授業観察・研修会、各
種研修会を計画的、定期
的に実施し、より専門性
を高めていく。

・保護者アンケートはわが子への想い
がストレートに反映する。ニーズを
捉え学校全体で取り組むことが大
切。
・具体的取組（太田ステージ評価、大
学教授を招聘しての研修会等）は評
価できる。今後も継続してほしい。
・先生方の支援プランの作成、指導等
が子どもに現れていてうれしく思
う。教員の専門性ということではセ
ラピストによる個別支援と学校での
集団指導では観点が異なる。本校は
外部専門家の導入で両立できている
ようだ。
・専門性を高めるための研修には感心
した。一人一人の教員は素晴らしい
スキルを持っているがお互いに遠慮
しているのではないかと思うことが
ある。力を出し合えばもっとよくな
ると思う。

①２年間の研究成果を踏ま
え、さらに小・中・高等
部がキャリア教育の視
点、繋がりのある支援を
踏まえ、研究を進める。

・校長を中心によくレイアウトされた
教育活動（キャリア教育）を行って
いる。

①「自立活動の実践」資料
を活用し、個のニーズに
応じた自立活動の授業を
全職員でより進める。

・法定雇用率が変わることに伴い、現
在の高等部の生徒に注目している。
本校への関心も高く、多くの生徒の
進路実現が図れるとよい。
・担任と自立活動部の先生との連携が
でき指導に生かされているのが良
い。

①②個々のニーズを明確に
し、各関係機関と連携し
ながら支援に取り組む。

・サポート手帳は支援の在り方の繋が
りも含め、有効性のあるものであ
る。

①ウェブサイトの運営組織
を再構築し、効果的な情
報発信を行う。

・学校間での交流会等ではいつも生徒
の姿に感心している。公民館の清掃
活動は感謝している。地域の方々も
きれいな公民館が使え喜んでいる。
今後も地域との連携を大切に継続し
てほしい。

Ａ

②地域貢献活動を引き続き
実施することで、本校の
理解啓発を一層進める。

