
(1) 28 年度の学校評価

①学校保健・学校安全・登下校時の安全に関する教育の計画的、組織的な実践を推進し、

生徒の安全・安心を守る体制づくりをする。また、 思春期の生徒の心の安定を図るた

めの教育相談機能を充実する。

本年度の ②挨拶をはじめとした礼儀正しさを浸透させ、一人一人のニーズに合ったキャリア教育

重点目標 を実践するとともに、より一層の充実を目指し、新しい教育課程の効果的な運用を図

る。

③関係諸機関及び保護者との連携を強化し、将来にわたり社会参加し続けるための生活

基盤を共に考える。また、卒業生の職場定着支援について進路先や就労支援機関等と

連携した体制づくりを推進する。

＊以下の各項目（分掌）の重点目標は、上記の「本年度の重点目標①②③」に関連した内容を設定した。

どれに関連しているかを下記の「重点目標」の末尾に番号で示した。

項目（担当） 重点目標 具体的方策 留 意 事 項

学校生活の 挨拶をはじ ・挨拶、礼儀に ・外部講師を招き、挨拶や礼儀正しさのポイントにつ

充実 めとした礼 ついて、基礎 いて、生徒・職員共に学べるようにする。

（高等部） 儀正しさを 知識を深める。 ・生徒会執行部に、学校をよりよくするために何をし

身につけ、 ・生徒自らが学 たらよいのか考えるよう促し、そのことが実践でき

本宮校舎の 校をよりよく るようサポートする。

一員として する活動を取

愛校心を高 り入れる。

める。

① ②

学校と保護 保護者との 保護者と学校、 ・これまでに行ってきた、ＰＴＡの各委員会活動の事

者との連携 連携（相互 保護者間の連携 業を見直す。

体制の強化 理解）を一 がさらに深まる、 ・外部の関係諸機関とも連携し、外部からの情報を積

（総務部） 層強固なも ＰＴＡの各委員 極的に得るような活動を保護者とともに考え、実施

のとする。 会活動を実施す する。

る。

③

教育課程の 新しい教育 授業実践を通し、 ・「自立活動の時間における指導」の運用について職員

充実 課程の効果 よりよい指導内 間で共有し、生徒の実態に応じた自立活動の指導の

（教務部） 的な運用を 容や方法、教材 在り方について検討する。

図る。 整備の充実を図 ・教科「福祉」について、外部機関との連携を図りな

② る。 がら実践し、指導の定着を図る。

教員研修の 教員の資質 現職研修および ・現職研修を中心に、的確な生徒理解に基づいた進路

充実 向上のため 教職経験者研修 実現を可能にするための専門的な知識・技能を高め

（研修部） の研修体制 を核として、計 る研修を実施する。



の充実を図 画的な研修会を ・新しい教科・領域の導入に伴う研修を実施する。

る 実施する。 ・進路指導部と連携した卒業後の生活支援、就労支援

② ③ のための情報交換、支援方法の習得を目的とした研

修を実施する。

・教職経験者研修を含めた教員研修を教員の資質向上

を目的とし計画的に行う。

情報機器活 機器活用の ・情報機器を活 ・現職研修を中心に、提示機器等の活用方法について

用の充実 ための研修 用した授業の 職員に知らせ、積極的に授業への活用を推進する。

（図書・情 及び環境整 あり方を探る。 ・ネットワークの状態調査を実施し、校内各所で機器

報） 備を図る。 ・情報機器活用 が使用できるかどうか、確認し改善する。

② のための環境 ・校内の有線・無線 LAN について、使用可能エリア
整備をする。 や接続方法を分かりやすく図説して職員に配布する。

生徒の安全 学校安全及 ・自転車を中心 ・宝陵高校と合同で交通安全講話に参加するとともに、

確保 び登下校時 とした交通マ ２５０日無事故・無違反ラリーや交通安全に関する

（生徒指導 ・在宅時の ナーについて コンクールも積極的に参加し、年間を通じて安全意

部） 交通安全に 基礎理解を深 識を継続できるようにする。

係る意識を める。 ・下校指導では学校から三河一宮駅までの通学路指導

高める。 ・防災防犯につ を毎月行い、交通マナーの向上に努める。

① いて自ら考え ・全校朝会や本宮タイム等を使って、防災や防犯に関

行動できる態 する情報を定期的に発信し、自ら守る意識を啓発す

度を身につけ る。

る。 ・生徒の行方不明に備えて捜索マニュアルを作成し、

全職員に周知する。

・保健体育部と連携し、教育相談体制の活用を図る。

救急処置や 学校生活の 予想される事故 ・時に応じた最新の情報を提供することに努めるとと

救急連絡体 中で起こり やけが､病気等の もに、学校生活全般において予想される病気、事故

制の周知徹 うる病気や 対応シミュレー やけが等の緊急対応シミュレーションや講習会を実

底 けが等の対 ションや講習会 施する。

（保健体育 応について を行う。 ・対応の仕方や職員間の連絡体制の周知徹底を図り、

部） 共通理解を 適切な対応ができるようにしていく。

深める。 ・生徒の委員会活動を通して生徒の健康に関する意識

① の向上を図る。

・生徒指導部と連携し､教育相談体制の活用を図る。

就労支援と 関係機関と 在学中から生徒 ・生徒本人や家庭環境等の様子を早期に周知し、必要

生活支援の の連携を強 情報共有し、各 に応じて計画的に支援体制の構築を進める。

充実 化し、職場 支援機関の役割 ・職業相談や相談支援事業所との連絡会議において、

（進路指導 定着支援に や学校としての 就労へ向けての取組についての助言をいただくこと

部） 向けての体 支援の在り方を や将来に対しての心配事や不安等を相談することが

制づくりを 整理する。 できるようにする。

進める。 ・移行支援会議を通じ、学校の考える卒業後の支援に



③ ついて、家庭や進路先、障害者就労・生活支援セン

ター、相談支援事業所等の役割を確認する。

・問題が起こったときの連絡方法や対応の仕方に関し

て、進路先や保護者に理解を得る。また、職員間で

共通理解する。

学校関係者評価を実施 ・キャリア教育の充実を目指した授業の在り方（授業改善）及び教育課程

する主な評価項目 変更後の成果や問題点について

・将来にわたり社会参加し続けるための生活基盤の構築と職場定着を実現

するための関係諸機関や保護者との連携について

(2) 27 年度の学校評価
ア 自己評価結果等

①一人一人のニーズに合ったキャリア教育を実践するとともに、より一層の充実を目指

し、教育課程を改善する。

②学校保健・学校安全に関する教育の計画的、組織的な実践を推進し、生徒の安全・安

本年度の 心を守る体制づくりをする。また、 思春期の生徒の心の安定を図るための教育相談機

重点目標 能を充実する。

③関係諸機関及び保護者との連携を強化し、将来にわたり社会参加し続けるための生活

基盤を構築する。また、卒業生の職場定着支援について就労支援機関等と連携した体

制づくりを推進する。

＊以下の各項目（分掌）の重点目標は、上記の「本年度の重点目標①②③」に関連した内容を設定した。

どれに関連しているかを下記の「重点目標」の末尾に番号で示した。

項目（担当） 重点目標 具体的方策 評価結果と課題

学校生活の 生徒一人一 ・本宮校舎のよ １０月に愛校心の高さや本宮校舎のよさを問うアン

充実 人が主体的 さについて考え ケートを全生徒に実施した。その結果、挨拶ができる

（高等部） に学校生活 る機会を作り、 ところが本宮校舎のよさであること、そして学校がも

を送れるよ 愛校心を高める。 っと好きになるためには今以上に挨拶ができることが

うにする。 ・生徒が主体的 大切だと考えている生徒が多いことが分かった。また、

に学校生活を送 このことを踏まえて生徒会執行部と協議したところ、

れるようにサポ 生徒会執行部の生徒自身が見本となる挨拶をしようと

② ① ートする。 いう意識をもつことができた。来年は生徒の主体性を

より引き出すため、生徒会執行部が中心となり、自分

たちの手で学校をよりよくする活動を増やしたい。

学校と保護 保護者との ・学校の教育方 １０月授業改善アンケートでは、校内実習での生徒

者との連携 連携（相互 針を積極的に発 の様子、安全面などの学習環境についての評価がどの

体制の強化 理解）を一 信する。 項目も９０％以上と満足度が高く、保護者からの質問、



（総務部） 層強固なも ・各分掌が横の 提案などに対して学年中心で回答、改善点を考え、12
のとする。 連携を図り、保 月度保護者会で、報告することができた。12 月に実施

護者の意見を学 した教育活動に関するアンケートでは、回収率は昨年

校教育に反映す に比べ落ち込んだが、評価として１００％の満足度を

① ③ る。 得られた項目があった。昨年度の結果からの改善提案

に取り組んできた成果と考えられる。

教育課程の より一層の よりよい教育課 来年度の教育課程を編成し、実施に向けて全職員で

見直しと充 教育の充実 程の編成を目指 準備を進めた。新たに導入する教科「福祉」に関して

実 に向けて教 して全職員で検 は、宝陵高校や福祉施設の職員との検討会を行った。

（教務部） 育課程を改 討し、実施に向 また現職研修で「自立活動」について理解を深めた。

善する。 けて準備する。 来年度、新しい教育課程を実施しながら検証を重ね、

① よりよく運用していくことが課題である。

教員研修の 教員の専門 現職研修および 現職研修では、教員の資質向上のため生徒の心身の

充実 性の向上を 教職経験者研修 健康に関する研修、外部講師による講座、教育課程の

（研修部） 目指した研 を核として、計 充実を目的とした研修を行った。基礎を確立する良い

修体制の充 画的な研修会を 機会となった。今後も実態に合った、より専門的かつ

実を図る。 実施する。 実践的な知識・技能の習得を目指した研修を設定した

い。また、生活支援・就労支援のための施設見学や情

③ ① 報交換会などを進路指導部と連携して実施したい。

機器活用の 生徒に適正 生徒が扱う情報 ９月初めに生徒及び保護者についてアンケートの実

ための環境 な情報モラ 機器の利用につ 施と結果集計を行った。実施結果から生徒の情報機器

整備（図書 ル意識を啓 いてアンケート 所有や使用についての現状及び保護者の情報機器に関

・情報） 発する。 を行う。 する意識の概要が把握できた。これを基にして１１月

① ② に職員研修を行い情報を共有することができた。また、

ＰＴＡ保護者会において情報機器利用ガイドラインを

提案した。生徒に向けては、情報の授業の中で適切な

情報機器使用を指導する予定である。

生徒の安全 生徒が安心 社会の中で生徒 「２００日間自転車無事故無違反ラリー」に参加し、

確保 安全な学校 が自らの身を守 第１原因による事故や違反もなく終えることができた。

（生徒指導 生活を送る る意識が持てる 下校指導については全職員の協力により安全面での大

部） ことができ ような交通安全、 きなトラブルはなかったが、下校途中及び乗車マナー

る指導体制 防災、情報モラ 等で一部の生徒に問題が見られたため、今後下校指導

を充実させ ル、人権意識の の方法を見直して改善に当たっていきたい。人権教育

る。 指導を設定する。 では参加型の講演会を実施することで、人権に関する

② 指導が適切に行われた。２学期末に「災害時対応訓練」

を実施し、通学途上での安全確保について確認するこ

とができたが、安否確認の訓練については慣れない面

も分かり、今後も定期的に取り組むことで適切な対応

ができるように指導していきたい。



救急処置や 学校生活の 予想される事故 ５月の心肺蘇生法講習会では、これまでの取り組み

救急連絡体 中で起こり やけが､病気等の を活かし連携した動きの確認を中心に行った。職員の

制の周知徹 うる病気や 対応シミュレー 対応の仕方の定着を感じることができた。６月の緊急

底 けが等の対 ションや講習会 対応シミュレーションでは食物アレルギー、アナフィ

（保健体育 応について を行う。 ラキシーショックについて最新の DVD の視聴を行っ
部） 共通理解を た。説明や動画を見ることで、より分かりやすく基礎

深める。 知識を理解することができた。また食物アレルギーに

② よる緊急時を想定した対応シミュレーションでは、

DVD を見たことで緊急時の動きの再確認と問題点のさ
らなる洗い出しをすることができた。

ここで明らかになった課題について、できるところ

から改善を図るとともに、検討が必要なことはきちん

と次年度に申し送っていきたい。また、学校生活全体

の中で予想されるさまざまな緊急時の対応について、

今後も確認と理解を図っていきたい。

就労支援と 関係機関と 在学中から生徒 在校生について、各支援機関への情報提供を行い、

生活支援の の連携を強 情報を共有し、 密接に連携を取ることができた。また、３年生につい

充実 化し、職場 各支援機関の役 ては、２月の移行支援会議において、進路先企業や就

（進路指導 定着支援に 割や学校として 業・生活支援センター、各相談支援事業所等と支援の

部） 向けての体 の支援の在り方 具体的な方策について検討していく。その中には生活

制作りを進 を整理する。 部分の安定を図り、安心して職場等へ行くための必要

める。 な支援について話を進める。

③ 卒業生の職場定着については、追指導計画に基づき、

企業や家庭に現状況の確認をした。一部卒業生の中に

就業・生活支援センターやジョブコーチによる支援を

学校から依頼したケースもあったが、現在も職場定着

に繋がっている。

学校関係者評価を実施 ・キャリア教育の充実を目指した授業の在り方（授業改善）及び教育

する主な評価項目 課程の改善について

・将来にわたり社会参加し続けるための生活基盤の構築と職場定着を実

現するための関係諸機関や保護者との連携について

イ 学校関係者評価結果等

学校関係者評価を実施した ・キャリア教育の充実を目指した授業の在り方（授業改善）及び教育

主な項目 課程の改善について

・将来にわたり社会参加し続けるための生活基盤の構築と職場定着を実

現するための関係諸機関や保護者との連携について

自己評価結果について ・キャリア教育の充実を目指した授業の在り方（授業改善）及び教育

課程の改善について

現行の教育課程を見直し、来年度実施に向けて新たな教育課程を編成し、



全職員で準備を進めた。新たに導入する教科「福祉」に関しては、宝陵高

校や福祉施設の職員との検討会を行い準備した。また現職研修で「自立活

動」について理解を深めた。来年度、新しい教育課程を実施しながら検証

を重ね、よりよく運用し定着を図りたい。

・将来にわたり社会参加し続けるための生活基盤の構築と職場定着を実

現するための関係諸機関や保護者との連携について

生活基盤において不安定さを感じた家庭に対しては、早い段階からケー

ス会等を設けて関係諸機関との連携を図った。また、進路相談や移行支援

会議等を通して、家庭との共通理解に努め、共働して取り組める体制づく

りをした。今後さらに関係諸機関や家庭との連携を推進していきたい。

現職研修では卒業生への追指導の事例を挙げ、職員全体で職場定着への

方策を検討した。

今後の改善方策について ・昨年度より導入を進めていた新しい教育課程を今年度より実施する。こ

の教育課程の効果的な運用のため、日頃の授業実践を通してよりよい指

導内容や方法、教材整備の充実を図る。「自立活動の時間における指導」

の運用については職員間で共有し、生徒の実態に応じた自立活動の指導

の在り方について検討する。また、教科「福祉」については、宝陵高校

や外部機関との連携を図りながら実践し、指導の定着を図る。

・卒業後の職場定着に向けた支援体制づくりは、在学中からのケース会や

個別の移行支援会議を通して一定の効果を発揮している。今後さらに現

在の取組の意味を保護者に理解してもらえるよう進路説明会等の機会を

とおして啓発することが必要である。また相談支援事業所や就業・生活

支援センター、企業の担当者との連携を一層強固なものにするよう努め

ていく。

その他（学校関係者評価委 【企業の社長より】

員から出された主な意見、 ・学校で取り組んでいることは、民間に出てからも非常に大切なことであ

要望） る。今、本宮校舎でやっていることを、卒業後も継続していくよう指導

されるとよい。

・一人一人の良いところを見ていくことは大切なことであり、学校も企業

も同じである。

・就職に向けて自分のやっていることが何の役に立つのかということを意

識させるとモチベーションが上がる。

・本宮校舎は保護者、関係機関との連携を大切にしている。素晴らしい取

組をしている。

【社会福祉法人 施設長より】

・保護者から高い評価を受けている。実践がしっかりしているからである。

・職員研修では障害者差別解消法、その中でも合理的配慮に関する研修が

必要である。合理的配慮は限りなく個別的であって、本人と対話してい

く中で建設的に生み出されていくものである。合理的配慮を考えること

で教育活動の質が上がるのではないか。

・本人の良さ、強みに着眼してという点が大事なところである。これと、



一人一人の障害特性に応じた環境設定が教育目標に入っており、非常に

よいと思う。

【保護者より】

・一人一人に応じた対応をしていただいた。娘は進歩し、よい学校生活で

あった。

・進路や福祉に関する知識が無かったが、学校からいろいろ情報をいただ

き一緒に考えることができた。

・今年は通学時の防災訓練を行い、豊川駅で降りて避難場所の確認を行っ

た。生徒は広域から通っているので、今後登下校時の避難場所等つめて

いく必要を感じた。

・子供のことで困ると、先生が対応してくれる。また、学校の様子もよく

分かる。他の学校よりよい面である。

・子供は携帯電話をもっていないので、登下校時の災害等の対応を考えて

いくことが必要である。

学校関係者評価委員会の構 ・構成・・・学校評議員３名（企業社長、社会福祉法人 施設長、PTA会長）
成及び評価時期 ・評価時期・・・２月下旬


