
令和２年度　県立高等特別支援学校　学校評価項目

実践目標 関連する取組（参考） アンケート（教師） 教員集計 カテゴリー別 アンケート（生徒） 教員集計 カテゴリー別 アンケート（保護者） 教員集計 カテゴリー別

あいさつの力を身につけさせることができている 3.18 日頃からあいさつはできていますか 3.25 日常的にあいさつはできていますか 3.10

自分の思いや困ったことを伝える力をつけさせることができている 2.33 自分の思いや困ったことを伝えることはできていますか 2.61 自分の思いや困ったことを伝えることはできていますか 2.51

他人を思いやる心が育っている 2.54 他人を思いやる心を身につけることができていますか 3.05 他人を思いやる心を身につけることができている 2.75

人間関係形成能力の育成を図ることができている 2.61 友達と協力して行事等に取り組むことはできていますか 3.16 友達と協力して行事等に取り組むことはできていますか 2.87

自己管理能力の育成を図ることができている 2.47 金銭を自分で管理して使うことはできますか 3.18 金銭を自分で管理して使うことはできますか 2.49

何事にも意欲的に取り組む態度の育成を図ることができている 2.79 自分のスケジュール（予定）を管理できていますか 2.89 自分のスケジュールを管理できていますか 2.67

マナーやルールを遵守する態度が身についている 2.95 マナーやルールを守ることはできていますか 3.34 マナーやルールを守ることはできていますか 2.91

自分で判断して主体的に取り組む力の育成を図ることができている 2.37 授業や行事に意欲的に取り組むことができていますか 3.11 授業や行事に意欲的に取り組むことができていますか 2.70

何事にも目標を持って取り組む態度の育成を図ることができている 2.67 言われてからではなく、自分から行動することができていますか 2.55 言われてからではなく、自分から行動することができていますか 2.40

キャリアプランニング能力の育成を図ることができている 2.56 何事にも目標を持って取り組むことができていますか 2.74 何事にも目標を持って取り組むことができていますか 2.41

学校や家庭で自分の役割を果たすことができていますか 2.78 学校や家庭で自分の役割を果たすことができていますか 2.79

将来に向けて自分の生き方を考えたことはありますか 2.69 将来に向けて自分の生き方を考えたことはありますか 2.29

進路についての情報や相談は役に立ちましたか 2.65 進路についての情報や相談は役に立ちましたか 2.81

関係機関や企業等との連携を十分に図ることができている 3.24

職業実習、現場実習、校内実習の充実した取組ができている 3.34

進路について、適切な指導、情報提供、相談等ができている 3.23

充実した校内研修を行うことができている 2.45

専門性の向上を図ることができている 2.47

熱中症にならないように自分で気をつけることができますか 3.19 熱中症にならないように自分で気をつけることができますか 2.86

学校として、あらゆる危機に対する備えができている 2.75

危機に直面したときに、組織的に迅速に的確に対応できている 2.82

家庭との連携は十分にとれている 3.07

(4)開かれた学
校づくりの推進

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。
　

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。

・入学式⇒新入生への説明会
・体育大会　・文化祭
・卒業式
・上野ケ原特別支援学校との対面式
・学校見学（全11回）
・丹有地区学校説明会
・三田市巡回指導
・有馬高等学校農業祭参加
・青空市場参加
・部活動対外的活躍
・介護等体験　　・学校評議員会
・進路通信　　・支援部通信
・学校通信　　・寄宿舎だより

臨時休業中、分散登校時の家庭学習日も電話やブログ、
Classiなどを利用して学校からの情報を十分に受け取ること
ができましたか

臨時休業中に担任（教科担当）として、ICTを積極的に利用して
生徒への発信を行うことができた

2.98

2.90

2.94

(5)臨時休業・分
散登校中の取り
組み（４月～６
月）

⑩臨時休業中、生徒が規則
正しい規律ある生活を行
い、学び続ける意欲を持ち
続けるように、家庭と連携し
ながら課題等のやりとりを
行う。

⑪ＩＣＴ(ClassiやZoom)を活
用した指導ができる環境整
備を行い、それを活用して
生徒の指導（生活指導およ
び学習指導）を行う。

・教科書の郵送
・学習課題の郵送
・家庭との連携（電話）
・Classiによる家庭との連携
・ZoomによるSHR

臨時休業中も、担任（教科担当）として生徒への発信を十分に
行うことができた

臨時休業中も、電話やブログ、Classiなどを利用して学校か
らの情報を十分に受け取れましたか

2.95

重点目標

(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

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。

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。

・生徒会・委員会活動
・授業（各教科）
・部活動
・宿泊行事、遠足に向けての取組
・体育大会に向けての取組
・文化祭に向けての取組
・珠算・電卓実務検定
・校内実習
・特別実習
・企業でのあいさつ実習
・現場実習
・進路相談会開催
・進路セミナー開催

(2)専門職として
の教職員の資
質向上

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。

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。

・就労支援研修会「発達段階とキャリ
ア教育という視点から」
・WISC研修会　　・陶工研修会
・トラウマ体験研修会
・非違行為研修
・カウンセリングマインド研修参加報
告
・熱中症予防研修・対応
・心肺蘇生法・AED研修会

(3)危機管理体
制の構築

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。

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、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。

・合同火災避難訓練
・寄宿舎避難訓練
・携帯電話マナー指導
・SNS等による人権侵害についての
生徒指導
・メンタルヘルス研修会
・勤務時間適正化の取組
・熱中症予防研修・対応
・心肺蘇生法・AED研修会
・防災配備体制の確認（学校・寄宿
舎）
・学校保健計画　・学校安全計画
・防災安全計画　・心の教育相談
・学校いじめ防止基本方針の改訂
・組織的生徒指導体制
・授業での安全の徹底
・三田駅での下校指導

2.81

2.61

教師結果 生徒結果 保護者結果

2.67

2.63

3.27

3.02

2.88

2.46

授業や行事おいて、適切な支援により、「わかった」「できる
ようになった」と感じたことがありましたか 2.87

個々の生徒の実態に基づく、適切な支援、合理的配慮の提供
ができている 2.89 2.89 2.93 2.932.87

授業や行事おいて、適切な支援により、「わかった」「できる
ようになった」と感じたことがありましたか

学校情報を効果的に発信できている 3.07 3.07

2.60

学校情報を受け取ることはできていますか 2.92 2.92

3.26

3.24 3.24 3.14 3.14

ルールやマナーを守ってClassiやZoomを使用することができ
ましたか 3.43 3.43

行事や様々な取組等において地域との連携を図ることができ
ている 2.75

2.91 お子様のことで担任や学年との連携は十分にとれていますか 3.10 3.10

臨時休業中、分散登校時の家庭学習日も規則正しい生活
ができましたか 2.95

生徒は様々な危険に関する知識や理解を深めることができている 2.69

2.68
SNS等、インターネット上のマナーやルールについて理解が
深まっていますか 3.40

SNS等、インターネット上のマナーやルールについて理解が
深まっていますか 2.43

あらゆる危機に対して、教職員の危機管理意識の向上を図る
ことができている 2.79

生徒は自分の判断で安全に配慮して行動ができるようになっ
ている 2.67 災害時に自分の判断で安全に避難することはできますか 3.18 災害時に自分の判断で安全に避難することはできますか 2.53

2.79



A：3.21  ～  4.0　《3.2以上 ピンク》

B：2.41  ～  3.2　《3.0以上 黄》

C：1.61  ～  2.4　《2.6以下 青》

D：1.6  以下

自己評

価

ＡＢＣ

評価

自己評

価

ＡＢＣ

評価

自己評

価

ＡＢＣ

評価

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 2.8 B

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 2.6 B

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。

3.3 A

・コロナ禍で職業実習場所の確保は苦戦したが、関

係機関や企業等との連携を積極的に行い、就労状況

は順調で全ての項目で高評価であった。引き続き一

人一人の特性を理解した就労先を探すように努め

る。

・生徒や保護者の進路への漠然とした不安に対し

て、積極的にコミュニケーションをはかり、適切な

情報の提供を行う丁寧な支援を継続していきたい。

【生徒の生活習慣の向上】

・あいさつは、社会へ出てからも基本となります。実習で工場に入られる時も大き

な声でできていると思います。

・あいさつ等、基本的なソーシャルスキルは見についていると思います。

【生徒のキャリアプランニング】

・教師と保護者のともに評価の低い項目である「主体性」については、自分で目標

を設定し、それに向かって行動計画を自分で作ることをサポートする、「コーチン

グ」の手法を取り入れる等の工夫が必要であると思います。

・生徒様の夢、目標を具体化していただく事は大変重要ですが、動機と生徒さん自

身が描いているイメージも具体化していただき、真っ直ぐな育成を見守ってもらい

たい。

・コロナ禍において、現場実習先の確保など苦労されたと思いますが、順調に就労

先が決まっているということは、これまでに企業との信頼関係を築いてこられた先

生方の努力によるところが大きいのではないかと思います。来年度も厳しい状況が

続きそうですが、前向きに取り組んでいる生徒たちのためにもぜひ頑張っていただ

きたいと思います。

・生徒からの自己発信の難しさに対する改善策として「生徒から気軽に相談しやす

い環境づくり」を挙げられていますが、もう少し具体性のある対策を取る必要があ

るのではないでしょうか？「なぜ生徒から相談しにくいのか」「どのような聞き取

り方をすれば生徒の悩みを引き出しやすくなるのか」などについて、心理の専門家

の意見なども参考にしながら、対策を考えていただければと思います。

・先の予測が難しい子どもたちに、どのようにして目標（夢）に向けた道順を考え

させるようにするのか。皆で問題点を洗い出したり（ブレーンストーミング）、視

覚化する（マインドマップ）など。

【保護者や地域との連携】

・現場に来てもらっての実習、教材のご提供と、コロナの関係で先が不透明なこと

も今後想定しておかなくてはならないと思います。

・生徒様の負担できる能力も見極め無理のない目標を具体化できる実習内容と実習

先を選定してもらいたい。実習を通じて家族が協力すべき内容、地域が担うべき内

容を具体化して、入職環境を具体化することが望ましい。

・学校生活、家庭生活を通じて、就労について保護者が学校任せにならないように

情報の提供や共有を行ってもらいたい。何故なら社会では給料を頂き働くわけです

から、家族の支えが重要になりますので、自宅で生徒とのコミュニケーションを十

分とってもらいたい。子どもは仕事場ではかなり緊張もされている、言えない内容

も多いとは思います。

  令和２年度　兵庫県立高等特別支援学校　学校評価 学校関係者評価と改善の方法

改善の方法

・生徒は日常の挨拶やマナー・ルールを守る態度が

身についている。

・自分の思いや困ったことを伝える力、自己管理能

力の育成の点では課題が残る。一方的に自分の気持

ちを伝えてしまうことがトラブルの原因になること

が多い。

・何事にも意欲的に取り組んだり就労意識の向上は

図ることができているが、自分で判断して主体的に

取り組む態度の育成の点では課題が残る。

・生徒の進路や将来に向けた計画について、教師が

保護者に分かりやすく説明できる力をどのように身

に付けることが課題である。

【生徒の生活習慣の向上】

・これまでも教室前廊下に２人掛けのベンチを置くな

ど取り組んできたが、担任だけでなく授業担当者や部

活動担当者から声をかけて小さな変化に気づく機会を

つくる。また「自分から相談できる生徒」をテーマに

した支援・指導を継続して行っていく。

【生徒のキャリアプランニング】

・授業や行事で主体的・対話的な学びの視点での改善

と、生徒が発信する機会や自主的な取り組みができる

工夫を実践する。特に文化祭前の約５週間は「総合的

な探究の時間」になっており、文化祭の舞台発表に向

けて、各クラスの生徒たちが主体的に様々な計画・実

践を通して取り組む期間と位置づけて、全教職員が段

階的・計画的に関わってサポートする。

・担任からだけでなく、専門部担当者や外部講師から

その必要性についての話を聞く機会を作る。

【保護者や地域との連携】

・一方的な学校からの配信だけでなく、ICT機器やアプ

リを活用した双方向での連携体制を整備する。

・今年度は臨時休業期間中に「Classi」（コミュニケー

ションアプリ）を利用した生徒及び保護者との双方向

の連絡体制を作り連携したが、４月以降は県が費用を

負担する期間が終わり、別の方法で整備する必要があ

る。生徒については県が整備して「Google

Classroom」アプリの導入で引き続き双方向の連絡が

可能となり、保護者とは本校独自で「携帯メール連絡

網」の導入の検討を行っている。

学校関係者評価

【ミッション】

・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、国際交流等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。

生徒職員 保護者

自己評価（達成状況）実践目標重点目標

(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



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。

2.9 B 2.9 B 2.9 B

・臨時休業で生徒一人ひとりと対面する時間が減り

十分な支援や配慮ができなかった感は否めないが、

逆に再開後の授業や行事では各生徒の実態に応じた

支援や配慮をしながら熱心に取り組め、昨年度と比

較してもほぼ変わらない評価であった。

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。

2.5 B

・コロナ禍でも校内研修はできるだけ実施したが、

校外研修はほぼ全て中止であった。また臨時休業中

は在宅勤務もできたが、新しいICT機器やミュニケー

ションアプリの使用に追われたり夏休みが短縮され

るなど本来の専門性や指導力向上に費やす時間の確

保が難しく、低評価となった。

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 3.3 A 2.6 B

・生徒の危機管理能力の育成では意識の向上は図れ

たが、コロナ禍で実践的効果的な取組は十分できな

かった。また緊急時の判断力やSNSでのルールやマ

ナー面の理解等での保護者の不安は依然として大き

いし、生徒と比較して、保護者・教師の評価と大き

な差がある点にも課題がある。

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。

2.8 B

・感染症や熱中症対応を含め危機管理マニュアルを

年度当初に見直し、その後もその都度修正を加え、

全職員で徹底した衛生管理をするなど危機管理意識

の向上を図ることができた。

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。
3.1 B 2.9 B

・ホームページには学校行事の変更や連絡をリアル

タイムで載せたり、またブログには臨時休業中を含

めほぼ毎日学校情報を更新するなどして、閲覧数も

増加した。また、定期的に総務部、進路指導部、保

健安全部、支援部からの通信や便りを時期に応じて

効果的に発行できた。

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。

2.9 B 3.1 B

・家庭とのやり取りは基本的に担任が丁寧に聞き取

りながら、良好な関係づくりができている。必要に

応じて、地域の企業また福祉や医療と連携して問題

解決にあたっている。

(5)臨時休業・

分散登校中の

取り組み（4

～6月）

⑩　臨時休業中、生徒が規則正し

い規律ある生活を行い、学び続け

る意欲を持ち続けるように、家庭

と連携しながら課題等のやりとり

を行う。

2.9 B 3.2 A 3.1 B

・想定外の約３ヶ月間の臨時休業で、電話や郵送で

は対応できない状況となり、ホームページやブログ

だけでなくICT機器やコミュニケーションアプリを全

職員が活用することで、十分ではないが全ての家庭

との双方向の連絡をとることができた。

【情報発信】

・ホームページは学校行事等の情報をリアルタイム

で、ブログは学校情報を毎日更新し、また学校紹介動

画やシラバスを掲載し、広報活動する。

・学校評議員だけでなく、地域の企業の方をお呼びし

ての授業検討会を実施し、本校と生徒を知る機会を作

る。例えば、12月の評議員会（授業見学会）を地域や

関係の一般企業の方々に広く見ていただく機会に変更

し、地域との結びつきを深め、本校を知ってもらう機

会にする。

・学校案内の内容を充実させて配布する。

【保護者・地域との連携】

・現在行っている学校間交流だけでなく、地域のイベ

ントや交流活動に積極的に参加する。

・全県域から保護の者の来校時にはできるだけ対面で

話をする機会を作れるように職員の会議を入れないよ

う調整する。また普段から双方向のやり取りができる

よう情報機器等の体制整備に努める。

【生徒の一人ひとりへの支援・配慮】

・個別の指導計画と個別の教育支援計画を見直し、生

徒情報の引継ぎを適切に確実に行う。

・特別支援教育の視点から段階的な授業計画をして、

生徒一人ひとりのできることを増やす。

【教師の専門性の向上】

・各教科のシラバスの作成を通して、卒業までにつけ

たい力を段階的に発展させていく道筋を明確にし、全

職員が共有する。

・研修の内容は毎年更新しているが、実施すべき研修

項目が多岐にわたり、いま本校の教職員が必要とする

研修を精選するのが難しい。

【生徒の危機管理意識】

・命を守る大切さを機会あるごとに伝え、いざという

時に一人で判断して行動できる意識と訓練を繰り返し

実施する。

・男女関係に関する学習を生徒に計画的に実施すると

ともに、保護者にも「性教育講演会」のほかにも学ぶ

機会を作る。

【学校の危機管理体制】

・今年度「危機管理マニュアル」にコロナ対応の項目

を増やすとともに、毎年内容の見直しを実施する。

・隣接する上野ケ原特別支援学校やわくわく村との合

同避難訓練を実施するなど、地域での危機管理体制整

備を行う。

【生徒の一人ひとりへの支援・配慮】

・新型コロナウィルスの影響で、十分な対策が取れなかったところは仕方がないと

思います。

・社会に出ても学び続ける姿勢、謙虚さ、自分が気づいていないが、周りの人たち

のおかげでなりたっていると理解する意識をもってもらうとより確かな成長につな

がると思います。

【教師の専門性の向上】

・内部・外部を問わず研修を実施する事は、知識向上の為にも必要な事だと思いま

す。その受講内容を、どう実際の現場に生かす事ができるかが重要であり、むずか

しい課題です。

・今後、教師の専門性の向上においては、教師が学びたい分野の外部研修を受けら

れるようにする等の工夫があればよいと思います。

・コロナの影響により、研修が行えなかったことはやむをえないと思います。研修

の内容は毎年更新しておられるのでしょうか？例えば、障害者雇用において優れた

取り組みをされている企業の担当者にお話を聞いて、取り入れられるところはどん

どん採用してほしい思います。

・校外研修を増やしてはどうでしょう（予算や人員に制限があると思いますが）。

【生徒の危機管理意識】【学校の危機管理体制】

・学校においても社会に出てからも想定できる事は、定期的な訓練等を実施し、あ

わてない事を身につける訓練で経験する事ではないでしょうか。後は連絡（報告・

連絡・相談）と小さな変化にも気づけるかだと思います。

・生徒の危機管理意識に関しては、教師・保護者の評価と本人の評価に差があるこ

とが懸念されます。本人の防災意識は向上していると思いますが、実際に非常時に

行動に結び付けられることが大切だと思います。そのためには、訓練の繰り返しが

必要だと思いますので、引き続き避難訓練等の実施をお願いします。

・アンケートで、生徒と保護者間で危機管理に対する評価にかなり開きがあること

が少し気になりました。しかし、生徒自身が高い評価をしているということは日頃

から自分で意識できているという表れでもあり、良いことではないかと思います。

・我が子もそうですが、子どもは自己評価が高くて面白いです。コロナ禍で大変で

すが、引き続き頑張ってください。

・正直な子どもが多いので、犯罪や事件等に巻き込まれないか心配です。

【情報発信】

・色々な形で情報発信はされていると感じます。特定の人々、企業等にならないよ

う、より多くの人に知ってもらえるよう発信の方法も変化していかなければならな

いと思います。

・情報発信に関して、ホームページやブログで十分にできていると思います。

・前回の評議員会で、休校中も毎朝決まった時間に朝礼を行う等、規則正しい生活

を送れるよう学校全体で取り組まれていたことや寮における感染予防対策を徹底さ

れていた話をお聞きし、コロナ禍での学校側の取組を高く評価したいと思います。

・学校の情報発信や保護者との連携はよくできていると思います。

【保護者・地域との連携】

・地域とのつながりに関して、コロナが落ち着いた後は、地域のイベント等に積極

的に参加されることを期待します。

・休業中はオンラインで生徒とつながることができていたとのことですので、引き

続き情報機器を活用して丁寧なコミュニケーションを心がけるように願います。

・今後、地域間交流の一環として、部活動を通じて地元の学校と交流する取り組み

などもされてはどうでしょうか？（一日合同練習など）

また、軽度の知的障害については周りから理解されにくいことが多いため、障がい

についての啓発活動も関係各機関（就労先、警察など）へ行っていくことが大切だ

と思います。今後ぜひ取り組んでいっていただきたいです。

・地域との連携の事例を教えてください。

(2)専門職とし

ての教職員の

資質向上

(3)危機管理体

制の構築

(4)開かれた学

校づくりの推

進


