（別紙様式）

（Ａ３判横）

平 成 ２５ 年 度
目 指す 学校 像

重

点

目

標

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 ）

子供が生き生きと学び、活動し、教職員が元気で活気のある学校

達
成
度

１児童生徒一人一人の障害特性を踏まえた自立活動及び領域・教科を合わせた指導の充実
２キャリア教育の視点を踏まえた教育課程の編成と実践研究
３共生社会の推進拠点としての取組の充実と開かれた学校づくりの推進

※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)

７名
０名
５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

１

現状と課題
○児童生徒一人一人の障害
特性を踏まえた自立活動
及び領域・教科を合わせ
た指導の充実に取り組む
必要がある。
○個別の指導内容、指導方
法の事例の蓄積と教員の
指導力向上に取り組む必
要がある。

２

○児童生徒の発達段階を踏
まえたキャリア教育の実
践研究に取り組む必要が
ある。
○自信を持って社会参加で
きる生徒を育成する必要
がある。

○成熟した特別支援学校とし
て、センター的機能の充実と
深化に努める必要がある。
３

○学校情報の積極的な発信に努
める必要がある。
○安心安全な学校づくりに取り
組む必要がある

評価項目

児童生徒の障害特
性に応じた自立活
動及び領域・教科
を合わせた指導の
充実
教員の指導力向上

キャリア教育の視
点を踏まえた教育
課程の編成と実践
研究

地域支援・学校支援
の充実
開かれた学校づくり
の推進

校
度

目

自

己

評

標

具体的方策
①一人一人の障害特性に応じた自
立活動の指導内容の充実と、個
に応じた指導方法の工夫改善
②教育支援プラン(Ａ・Ｂ)の充実
と効果的な活用に向けた検討
③ポニーを活用した教育活動の充
実と取組の評価
④教員の指導力向上に向けた授業
研究と校内研修会の計画的な実
施
①卒業後の社会自立及び生活自立
を目指した各学部における指導
内容の段階的な整理
②キャリア教育の視点を踏まえた
学部研修の実施・充実
③キャリア教育の視点を踏まえた
教育課程の編成と実践研究（職
業学科(類型等)の検討を含む）
④民間企業等と連携した作業学習
の充実（中学部・高等部）
⑤社会自立に向けた余暇利用に関
する実践力の育成
①発達障害を含む幼児や保護者に対す
る早期支援(親子教室)の実践研究
②支援籍の計画的な実施並びに高校と
連携した取組の検討
③教員個々の専門性を生かした教育支
援の充実と公開講座の実施
④学校公開・授業公開の計画的な実施
と定着
⑤学校施設の開放の推進
⑥学校便りやＨＰなどによる地域や関
係機関への情報発信の充実
⑦学校危機管理体制の充実

価
２５年 度 評 価 （

方策の評価指標
①障害特性に応じた指導内容の
充実と指導方法の工夫改善に
取り組めたか。
①自立活動等に係る各種教材を
有効に活用したか。
②教育支援プランの充実に向け
た検討は進んだか。
③ポニーに係る活用機会の充実
と研修に取り組めたか。
④校内研修会の計画的な実施と
共に教員相互の授業研究と授
業評価に取り組めたか。
①学部ごとの指導内容の整理と
実践が進んだか。
②キャリア教育の視点を踏まえ
た学部研修を実施したか。
③教育課程の方向性と学科(類
型)イメージの具体化に向けた
検討が進んだか。
④民間企業と連携した取組が進
んだか。
⑤学部段階に応じた余暇利用に
係る取組や、部活動(運動・文
化）に活発に取り組んだか。
①関係機関と連携した推進組織は構
築できたか。
②計画的に実施できたか。また高校
と連携した取組の検討は進んだ
か。
③要請に応じ支援はできたか。公開
講座は実施したか。
④⑤計画的に学校公開、授業公開、
施設開放を実施したか。
⑥学校情報の発信は進んだか。
⑦緊急時の安定した情報発信システ
ムを整備したか。

評価項目の達成状況
①自立活動部が個に応じた自
立活動について積極的にｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｽを実施し意識が高まった。
②教育支援ﾌﾟﾗﾝが効果的ﾂｰﾙと
なるよう作成時期、記載内容
等の検討を進めた。
③ポニーの活用に向けた研修
の実施。全職員による飼育体
制を確立。
④感覚統合理論による遊びの
指導等教科･領域のを合わせた
指導の充実を図った。
①中学部においても「性に関
する指導」に取り組んだ。
②③キャリア教育の視点を踏
まえ計画的な学部研修､指導内
容の整理蓄積に取り組んだ。
④企業向け学校説 明会や計画
的な職場開拓や情報交換を実
施した。
⑤運動部活動を中心に活発に
取り組んだ。また 、文化的な
活動においても指導内容が充
実してきた。
①②早期支援に向けた地域支
援連携会議を設置。親子教室
を実施し早期支援 も進めた。
支援籍学習は質・量共に 充実
してきた。吹上秋桜の支援も
行いｾﾝﾀｰ的機能を発揮した。
④⑤学校公開･授業公開共に計
画的に実施しできた学校施設
も９団体が利用している。
⑥ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙ、地域向
け学校便りの配布 等積極的な
情報発信に努めた。
⑦ﾒｰﾙ配 信ｼｽﾃﾑ の 整備 を進め
た。95%が学校の危機管理体制
にほぼ満足との回答だった。

学
２月１０日

現在）

校

実施日

関

係

者
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平成２６年 ２月１３日

達成度

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

Ｂ

・障害のある児童生徒にとっ
ての自立活動の指導は極めて
重要である。研究委嘱と も関
連させつつ校内研修会を実施
してきたが継 続して取組んで
いく。また、教育支援ﾌﾟﾗﾝは
生徒個々の実態を踏まえ長期
的視点を持ったものとなるよ
う今後も検討を続けていく。
・全職員での ポニーの飼育活
動に取り組んだが、授業への
導入は今後の課題である。

・ポニーを活用した授業の実施に向け
ては、まだまだ調教が必要な段階では
あるが、今年度、全職員による飼育体
制が確立できたことは今後に期待が持
てる。
・学校の取組に対する保護者アンケー
トでは「概ね満足」以上が全項目にお
いて８割以上となっていることは学校
の努力によるところと捉えることがで
きる。しかし、学部によって評価の低
いところがある点についてどう捉えて
いるか。

Ｂ

・各学部でキャリア教育の視
点を踏まえた授業実践と整理
に取り組んだ。一方､職業学科
を含む高等部の教育課程の検
討については、本校の課題を
整理しつつ県の動向を踏まえ
て対応していく必要がある。
・部活動等の 余暇利用に つい
ては文化的活動の一層の充実
が望まれるが 、教員の負担増
や休憩時間の会議設定等の課
題もあり、望ましい在り方を
検討していきたい。

Ｂ

・地域連携会議の在り方を継
続審議し実効性のあるものと
する必要がある。支援籍は全
児童生徒取得を視野にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
育成など更に充実させる。
・公開講座は 次年度、大学生
向けに実施予定である。地域
や県民への本校への理解 と教
育力の還元を一層進めるた
め、公開講座の実施や積極的
な情報発信に引き続き務めて
いく。
・危機管理体制整備はﾒｰﾙ配信
ｼｽﾃﾑへの登録増、竜巻対応な
ど更に充実させる必要がある

・児童生徒に、たくさんの経験をさせ
ようとする取組は大いに評価できる。
子どもたちの生きる力の育成に役立っ
ているのではないか。
・高等部生徒の増加に対する対応策に
ついては何か考えているのか。
・支援籍学習とは何か。支援籍学習の
教育的効果は何か。
・メール配信などの危機管理体制が整備
されてきたことは大いに評価できる。メ
ール配信に対する保護者の反応はどう
か。学校の意図を理解してくれている
か。
・適正就学の実施に向けて、市教委や保
護者との連携はどのように取り組んでい
るか。
・今年度から実施した自治会等への情報
発信は地域と一体となった学校づくりに
は必要なことである。今後もぜひ継続し
て行ってほしい。

（別紙様式）

（Ａ３判横）

