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生徒 評価 保護者 評価 自己評価（達成状況） 学校関係者評価 改善の方法

①　学校、寄宿舎、家庭（施
設）での規律ある生活を通じ
て、社会人として自立するた
めに必要な生活習慣を身につ
ける。

2.7 B 3.0 B 2.9 B

・生徒は日常のあいさつやマナー、
ルールを遵守する態度は身について
いる。
・自分の思いや困っていることを伝
える力、自己管理能力の育成という
点では課題が残る。

②　夢や目標をもち、自らの
生き方を考え、具体の計画を
立て、それに向かって進んで
いくキャリアプランニング能
力の育成を図る。

2.6 B 2.9 B 2.7 B

・生徒たちの就労意識の向上は図る
ことができているが、自分で判断し
主体的に行動する力の育成、何事に
も目標を持って取り組む態度の育成
はまだ不十分なところもありキャリ
アプランニング能力の育成が課題で
ある。また、保護者の協力・支援の
あり方についても発信を続けたい。

③　関係機関及び企業等との
連携により、職業実習、現場
実習の充実と指導内容の改善
充実を図る。

3.4 A

・現場実習等の充実、進路相談、進
路情報の提供等、すべて高評価の結
果となった。しかし、高評価といえ
ども、卒業後に指導が生かされてい
ないケースも見られる。なぜ、その
授業・行事があるのか意義をしっか
り伝え、さらに主体的に取り組む姿
勢を育成していく必要がある。

④　個々の実態把握に基づき
生徒一人ひとりの教育的ニー
ズに応じて、適切な教育支
援、合理的配慮の提供を行
う。

3.0 B 3.0 B 3.0 B
・個々の生徒の実態に基づく適切な
教育的支援、合理的配慮の提供があ
る程度できている。

⑤　教職員の専門性の向上、
指導力の向上をめざし校内研
修の充実を図る。

2.6 B
・校内研修は時宜に応じて効果的に
実施できているが、さらに教職員の
専門性の向上をめざして校内研修を
計画的に進め充実を図っていく必要
がある。

⑥　火災避難訓練、地震避難
訓練、不審者侵入時の対応に
ついての研修、交通安全指導
等を行い、生徒が自分の判断
で安全に配慮できる能力の育
成を図る。

2.7 B 3.2 B 2.7 B

・生徒の危機管理能力の育成という点で
は、様々な取組を行ったことで意識の向上
は図れた。一方、生徒たちの様々な危機に
対する判断力の面で保護者の不安は大きい
ので、それに応えられるよう実践的て効果
的な訓練等の計画の検討が必要である。
　また、ＳＮＳ等の危険性の理解のため、
情報の授業や外部講師を招いて学習の機会
を設けているが、新入生が入るたびに新し
く指導が必要になる傾向が強く、継続指導
の充実を図っていく必要がある。

⑦　事件、事故、熱中症、情
報漏洩等、あらゆる学校事故
に対するる教師の危機管理意
識の向上を図り、安心・安全
な学校づくりを進める。

2.7 B
・安心・安全な学校づくりにおいて
まだまだ不十分であるという認識に
立ち、今後も研修や訓練等を通して
危機管理意識の向上を図っていく。

➇　学校をよく理解してもら
うために学校情報発信力を高
める。

3.2 B 2.8 B

・ホームページやブログ等での学校
行事の紹介、総務部、進路指導部、
保健安全部、支援部からの通信・た
より等の発行については一定の効果
がある。さらに学校のことをご理解
いただけるよう時宜に応じ、的確で
効果的な情報発信ができるように努
めていく。

⑨　学校と家庭、また学校と
地域の連携を図り、信頼され
る学校をめざす。

3.0 B 3.1 B
・特に家庭との連携は良好であると
いう評価であるが、さらに信頼され
る学校づくりを推進していく。

令和元年度　兵庫県立高等特別支援学校　学校評価関係者評価

重点目標

・一人一人のニーズを把握し、持てる力を伸ばし高める教育を行う。
・社会の変化や生徒の障害の状態に応じた適切な教育的支援を行う。
・一人一人の実態やニーズに応じた多様な進路選択に努める。
・特別支援教育の専門性向上のため研修の充実を図り、地域における特別支援教育のセンター校としての
　機能・役割を果たす。
・地域との交流、地域の学校との交流、国際交流などを通して本校教育活動の充実を図り本校のことを、
　より知ってもらえるよう情報発信に努める。

(1)「職業科」設置
校としての進路指導
の充実と生きる力の
育成

【挨拶のこと】
・きっちりした挨拶がよくできる。
・指導のたまもので成果を発揮している。

【生徒の姿勢に求めること】
・就労に向け意識してそれぞれの力量に応じた努力をしている。
・学校行事や実習体験は卒業後に役立つ。・働く上で、①あいさつができること　②ありがとう、すみませんが言える
こと　③いろんなことを喋って先輩とコミュニケーションをとることの３点で、生徒は①②はできているので、③をぜ
ひとも身につけてほしい。
・社会生活を送る上で、困ったときに自ら発信する力が必要。在学中から周囲に相談する力を身につけてほしい。
・親の高齢化や将来の自立に向け、一人暮らし・グループホームの選択、行政から受けられる支援やサービス、また利
用のしかたなどを学び、イメージを持っておくことが望ましい。

【教師に望むこと】
・先生方は生徒一人ひとりを理解して指導されている。
・先輩とのコミュニケーションが取れるようになるために、１年生と３年生、２年生と３年生などの合同行事を行い、
機会を増やす試みもよいと考える。
・学校は保護者の協力依頼についてわかりやすく説明している。
・金銭管理やスケジュール管理などの自己評価が卒業学年で高くなるよう、生徒たちが自信が持てるような指導や働き
かけをお願いしたい。生徒は３年間で社会生活も広がり、社会の複雑さを学んだり気づいたりすると思うので、それら
の変化に対応してほしい。
・就労に向けての支援は授業内容、実習内容ともに充実したものになっている。進路相談については生徒一人一人にさ
らに寄り添っていってほしい。

【保護者に望むこと】
・寄宿舎生は学校生活の延長としてルールや規律を守り、自立面での成長や生活習慣が身につくように思う。通学生と
の間にはギャップがあるように思う。保護者には家庭での生活指導をより求めていく必要がある。保護者が学校教育に
熱心に参加されることで生徒たちのよりよい学校生活につながると思うので、保護者の理解・協力・参加により積極性
を望みます。

【挨拶のこと】
・「あいさつ」ができる・できないを通じて、生徒たちの日々の様子の把握もつながるもの
と指導の継続・充実を図っていく。
・「朝の立ち番指導」等で、生徒たちに落ち着いて規律ある学校生活をスタートすることの
大切さを促していく。

【生徒の姿勢に求めること】
・生徒が相談しやすい環境を整えていく。
・生徒向け研修会や外部関係機関との連携、OB人材活用などによる進路セミナー・講話等の
充実に努める。
・自己選択、自己決定が求められるような教育活動を通して、生徒たちの発信する力を伸ば
していく。
・個々の生徒が、毎日の生活の中で自分の役割を果たしていく活動を設定する。

【教師に望むこと】
・生徒の自立、自分で判断して行動する力の育成のためにも教師の経験談は有効な場合も多
く、教師の伝える力・トーク力の向上を図る。
・学習指導要領改訂に合わせ、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図る。
・教師の専門性の向上ならびに資質向上に努める。

【保護者に望むこと】
・学校からの情報発信、理解啓発に努める。
・PTAとの連携を図っていく。

(2)専門職としての
教職員の資質向上

【専門性向上、資質向上のために】
・教職員の専門性向上は、基本的には生徒に寄り添い、的確な状況把握と情報の校内共有、連携を図り、各専門分野か
らの支援サポート、また教職員の心のサポートが重要と思います。個の力では対処が難しい事態が発生し、また一方的
に叱責されたり、心が折れそうな事案も多いかと思います。ゆえにチームワークでの対応が必要かと思います。
・職業実習の様子を見学し先生方が生徒一人一人に丁寧に対応されていることがわかった。
・十分にできていると思います。
・多忙な中、先生方も様々な研修に参加し資質の向上に努めておられることは高く評価できる。今後も幅広い分野での
研修をお願いしたい。
・障害者の一般就労が全国的に広がる中、企業側でも働きやすい職場の工夫、改善を行っている所も多い。優れた支援
の方法については職業実習に取り入れるなど、さらなる改善に取り組んでいただきたい。
・個々の生徒の能力に応じての指導のあり方など説明を聞き配慮されていると思います。しかし、指導面でやや強い口
調がどうかと思われる場面も見受けられました。生徒たちに先生が怖い存在と思わせてはいけないと思います。「よき
理解者」「よき相談役」にならないといけないと思います。先生方の接し方に差があってはいけないので注意が必要だ
と思いました。
・合理的配慮の提供はできていると思う。これからも生徒たちの障害特性の多様化は進むと思われるので、引き続き努
力をお願いします。
・専門性の向上のための研修は、教職員が選択できる外部研修を取り入れる等、意欲的に参加できる工夫があればと思
います。

【専門性向上、資質向上のために】
・勤務の適正化を図り、生徒たちと向き合う時間の確保に努める。
・視聴覚教材やＩＣＴ教材の充実を図るとともに指導力向上に努める。
・学びの定着を図る効果的なプリント(副教材）を作成し共有を図る。
・効果的な指導、実践を校内で共有できるシステムの構築を図る。
・緊張感の必要な場面での指導のあり方について教員で共有を図り指導に当たっていく。
・生徒が職場実習等における意義や目的の理解を深めた上で臨めるような授業環境の整備に
努める。
・生徒一人一人のできることを伸ばしさらに増やし高めさせられるような教師集団をめざ
す。
・教師の専門性の向上ならびに資質向上に努める。

(3)危機管理体制の
構築

【危機管理等について】
・危機管理能力の育成はマニュアルやルールの遵守と状況に応じた臨機応変な判断という相反する課題に同時に取り組
む必要があるため、とても難しいことであると思う。ロールプレイ等のSSTを取り入れるなどの工夫が必要だと思う。
・学校として様々な訓練や危機管理対策をされていることは高く評価できる。近年、SNS等でのトラブルは保護者や教師
の目の届かないところで発生することが多く、対策は難しいとは思うが、引き続きトラブルに巻き込まれないための取
り組みをお願いしたい。

【危機管理等への校内体制づくりについて】
・学校の指導は十分できていると思われる。日ごろからの様々な危機に対して、一人よがりな判断での行動はマイナス
も大きいと思われるので、周りとの連携、報告、連絡、相談が必要だと思われる。
・専門家を招いて基本方針を計画して、本校の特徴を加味して、できることから優先順位をつけて行うべきかと思いま
す。
・危機管理の面では企業も同じで、自然災害、人災等のいろいろな場面を想定し各種訓練を行うことが重要になると思
います。また、何かが発生した時の連絡体制（どこに連絡したらいいのか）を教育しておくことも必要ではないでしょ
うか。
・安心、安全な学校づくりにおいては、「ヒヤリハット」を教職員で共有する等、教職員一人ひとりの意識の向上を
図っていく必要がある。

【性に関する問題】
・１６歳から１８歳までの多感な時期に学校にあずけていることもあり、特に男女の関係には保護者共々意識をもつこ
とが必要だと思います。そういう授業も行っていると生徒から聞いたこともあります。その授業も保護者に参加しても
らってはどうか、生徒に行っている授業を参観日に見ていただき感想を求めるのもよいかと思います。生徒だけではな
く一緒に保護者も参加し学習する機会をもつことを検討いただければと思います。

【危機管理等について】
【危機管理等への校内体制づくりについて】
【性に関する問題】
・「命」を守る大切さを機会あるごとに伝え、「自助」があってはじめて「共助」につなが
ることの理解を促していく。
・様々な機会を利用して繰り返し危機管理について学ぶことで、意識の向上を図り、定着を
目指す。
・形骸化した訓練ではではなく、開始時刻や内容を告知しない実践的な避難訓練を実施す
る。
・多角的な観点で体験的に防災学習を学ぶことを心掛けて防災意識の定着を図る。
・様々な危機に対して迅速にかつ適切に対応し、大事に至っていないことは評価できるが、
教師が危機の兆候を見逃さないためにも未然防止の意識をさらに高める。
・あらゆる危機を想定しての多様な研修を計画・実施し、安心・安全な学校づくりを進め
る。

(4)開かれた学校づ
くりの推進

【情報発信について】
・学校の情報はしっかり伝えることができていると思う。日ごろからのコミュニケーションが大切だと思うので、今後
も信頼の構築に向けて努力していただければと思う。
・開かれた学校とは、外部からの可視化と、楽しい体験、学校体験学習、卒業後の就職、進路と卒業生との集いなどを
通じて、情報発信が円滑にできるかだと考える。現在、本校は行われていると思います。
・HP（ホームページ）やBlog（ブログ）等こまめに見ている方はまだまだ少ないかなと思います。生徒も帰宅後配布物
を見せていなかったり渡さなかったりと、的確にきっちり情報発信できるか常に考えることも必要かと思います。保護
者に必ずチェックしてもらうよう徹底を図るとともに生徒にも必ず目を通すことの徹底を図るようにすべきと考えま
す。
・就労に向けた取り組みや実績は非常に高く評価できる。先生方の長年の努力と企業側の連携のたまものであると思
う。この素晴らしい特色をぜひ外部にも発信してほしい。

【広報、理解・啓発活動の大切さについて】
・「あいさつ実習」をはじめ地域との連携は取れていると思いますが、三田市から遠方になると本校の認知度は低いよ
うに思います。実りある広報をお願いします。
・小中高のお子さんがいる家庭、卒業生が就職されている企業と、それにあてはまらない家庭とでは情報が入る機会が
大きく違うと思います。１２月に駅で展示をされていましたが、一般的にはあまり知られていないのではないでしょう
か？工夫が必要なこともあるように思います。
・軽度の知的発達障害は周囲から理解されにくいため積極的な啓発活動が必要である。今後も高校や大学の学生との交
流も重ねていってほしい。

【部活動の活発化】
・生徒の持つ多種多様な才能を発揮させるためにも今後部活動についてもさらに充実・活発化を図っていってほしい。

【情報発信について】
【広報、理解・啓発活動の大切さについて】
・本校がどんなことをやっているのかがわかる・見えるなど可視化に向けて努力する。
・地域の方に、生徒の活動の様子を見ていただく機会を増やすことを検討する。
・学校評議員をはじめ多くの方にもっと学校見学など本校のことを知っていただく機会を設
ける。
・本校の認知度を高めるため効果的な広報や理解啓発活動のあり方などを検討する。
・地域での学校説明会への参加、地域のイベントへの生徒の参加等、機会があれば積極的に
地域と連携して、広報活動を行う。
・既存のホームパージやブログなどをはじめとするインターネットを通じての情報発信のあ
りかたについて検証、検討を加えよりよいものにしていく。
・月々発行する各部のたよりや通信などの内容の充実を一層図っていく。
・よりよい広報、啓発のありかたをPTAとも連携して進めていく。

【部活動のあり方】
・数多くの部活動を行っている本校特色を生かし、生徒たちの部活動全入を継続しつつ活動
内容の充実に努めていく。

【自己評価の決定について】
① 保護者アンケート及び生徒アンケートを行い、その結果を参考にして教職員アンケートを実施した。
② 教職員アンケートは４段階で評価した。

各項目でその平均値が最も高いものは３．５４、最も低いものは２．３４、全体の平均値が２．８４であった。全体
の平均値を基準にして評価 基準を設け、上回る項目は段階的にＡ、平均値近くをＢとし、下回る項目は段階的にＣ、Ｄ
とすることとした。本年度の自己評価は「できた」という結果Ｂが多かった。その中で、関係機関及び企業等との連携に
ついては、「よくできた」という高評価Ａで昨年同様の結果であった。


