
教育活動等

現体制での改善策としては、
各分教室、学年、クラスがイ
ニシアティブを取り、進めて
いく。『進路指導の手引き』は
来年度進路室体制が決定次
第完成予定。

社会参加体験：前年度より大幅に参加延べ
人数増。個別体験実習：1年生では、前年度
より増えたが(前年度40→50)、全員取り組む
ことができなかった。事前学習については、
担任、副担任の意識の高まりを感じている。
実習日誌については、更に精査する必要あ
り。

グループ実習から個別体験
実習へ。1年生個別体験実習
では、生徒全員1回は取り組
むことを目標とする。

本年度は、研究部の協力で「研究の日」に
各教科ごとに学習指導計画について定期的
に協議することができたが、分教室において
普通教科では共通の教材等で学習をすす
めることができたのか、専門教科では1年生
と分教室での学習内容が系統的な指導に
なっているのか十分な審議ができなかった。

インクルー
シブ教育
の推進

学習指導

各分教室の充実に向けて、学
習内容や環境整備等の充実を
図るため検討・協議を行う。

昨年度の課題をもとに、計画的に検討
委員会を開催し、具体的な方策につい
て協議・提案を行う。

B B

各分教室のエアコンや間仕切りなど、設備
環境については少しずつ整備できてきた。ま
た、高校との教室共有についてもワーキン
グ会議等で協議し、学習環境改善を進めて
いる。行事等における交流は一定の成果が
あるものの、座学等の授業交流については
内容も含め継続的な検討が必要である。

引き続き検討委員会で協議
を進め、設置高校や県教育
委員会も含めた関係機関に
対して充実に向けた提案を
行っていく。

進路指導

昨年度からの継続課題であ
る、本校と分教室間での情
報共有の大切さが改めて感
じられた。情報共有のために
物理的・時間的な課題をどの
ように解決していくのかが継
続的な課題となった。

・行事等について、
生徒が主体的にとり
組んでいる。

・生徒の実情に応じ
て、福祉サービスの
情報提供を行う必要
がある。

・ＰＴＡの活動「和」等
や「進路だより」に
よって情報提供は
行っている。

・環境の整備が必
要。

・合理的配慮の中で
進めていく必要があ
ると思う。

就労、生活に関する制度・サー
ビスの情報を更に増やす。分教
室生徒における進路保障の取
組の充実させる。

ネットワークの活用や、『進路指導の手
引き』の活用によって、校内における進
路情報の充実を図る。主に分教室３年
生の『進路指導計画』を構築する。

就職率100％を目標にすると共
に、将来に希望が持てる進路
決定を目指す。１、２年生の個
別体験実習の充実を図る。1年
個別体験実習では、50事業所
での取組を目指す。

個別体験実習における、進路学習（事前
事後学習等）および新たな実習先の充
実を図る。1年生個別体験実習では、生
徒全員1回は取り組むことを目標とする。

本校、分教室間で積極的に情報共有を
行い、各教科会議や教育課程委員会に
おいて学校全体での検証と今後の方針
を決定していく。

２・３年生の各コースでの専門
教科学習が本格始動するにあ
たって、学習指導計画の検証を
行う。

B

B

B

B

B

分教室3年の進路保障については、主任及
び進路部員との連携連絡を密に進めること
ができた。30年度3年生については、生徒数
増に伴い、現状の進路室体制及び進路の
取組では厳しい状況である。
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総合評価

教育目標

運営方針

生命と絆を大切にする心を育む  （思いやりの心・いたわりの心と行動力を育む）

共生社会の中で、個々の社会自立を目指し、主体的な行動力、集団生活に適応できる
力を育て、互いに助け合い、自己研磨する力の育成を図る。

学校関係者評価

前年度の成果と課題 本年度の重点目標

・職業教育の充実を目指し、専門教科の学習内容を検討・整理し、学習指導計画を策定する。

・インクルーシブ教育の推進を目指し、分教室における交流および共同学習のあり方の検討を行う。

A
・開かれた学校を目指し、情報発信の方法を検討し、実践する。

〇１年生の学習指導計画の見直しと、２・３
年生への系統だった学習内容について、学
校全体で情報共有を行い、各教科会議・教
育課程委員会において協議していく必要が
ある。
〇分教室のあり方について検討委員会を開
催して協議を行う。

評価項目 具体的方策・評価指針等 評価 成果と課題（評価の分析） 課題の改善策等

・卒業後の就職を目指して、社会参加体験や職場実習のさらなる充実を図る。

・社会自立を目指して、基本的な生活態度の育成を図り、社会的マナーを身につけさせる。



教育活動等

健康安全

生徒指導

A

A

A

各コース、特に分教室での行事
や学習等の情報発信をホーム
ページを用いて積極的に行う。

情報更新方法等のマニュアル化や本校
のホームページと分教室とのリンク活用
によって、分教室情報を迅速に更新でき
るシステム作りを検討する。

Ｂ

小・中・高等学校に、本校のセ
ンター的役割について説明し、
ニーズに応じた支援を行う。

支援内容をわかりやすく示した案内文を
配布したり、コーディネーターだけでな
く、人権教育担当者ともコンタクトをとる
など、様々な機会を利用する。

A

評価項目 具体的方策・評価指針等

分教室開設にともなう『生徒心
得』の再確認と、共通理解を図
る。

ワーキンググループを設定し、分教室教
員との連携を密にするとともに、研修会
の開催を計画する。

分教室における生徒会組織の
確立と活動の充実を図る。

分教室の生徒数に相当する専門委員会
の設立と代議員会の活性化を図る。

・選挙等について
は、主権者教育の中
で行っている。

・生徒会選挙の際
に、できるだけ本物
を体験できるように
田原本町から物品を
借りて行っている。

・中学校への周知も
大切であるが、幼稚
園や小学校の保護
者への周知につい
ても検討する必要が
ある。

・ホームページの有
効活用が必要。

・「ｷｬﾘｱﾁｪｯｸｼｰﾄ」等
の活用をはじめ、保
護者や本人以外の
視点、教員の客観的
な判断や評価も必
要。

・生徒の思い(夢)と
現実(自己理解)との
調整。

学校関係者評価

・学校の安全管理を
引き続き実施するこ
と。

B

「仕事に就くこと」に焦点を当て、生徒の実際
の行動に表れるという観点からの「４領域８
能力」（人間関係・情報活用・将来設計・意
思決定）の分析や、また、それをどのように
教科の中で取り入れ、活用し評価できるか
を１年担任および希望者で研修を行うことが
できた。

生徒自身が将来「どうありた
いか」「どうなりたいか」につ
いて考え、学ぶことの意味づ
けができるキャリア教育を、
各教科でも意識して取り入れ
る研修を進めていく。

校外での研修講師２２件、校内での対外研
修会２回、他校等の児童・生徒の教育相談
８回、（内ＷＩＳＣⅣ検査２回）、中学・高校か
らの依頼は増えている。また、ＰＴＡからの依
頼もあった。小・中・高ともに依頼は増えた
がまだ中学校や北和の高等学校へ支援の
紹介が不十分である

入学関連についての情報は随時更新がで
きたが、分教室情報を含めた他の内容につ
いの更新はできていなかった。

あらゆる機会を利用して、セ
ンター校としての働きをア
ピールしていく。（ＨＰの利
用、管理職の先生にお願い
して会議の案内ビラを配って
いただくなど）
また、本校人権委員の先生
に協力していただく。

来年度は、ホームページの
新しいシステムが導入される
見通しなので、新システム上
でのスムーズな情報更新に
向けた準備が必要。

１学期に「改訂版キャリアチェックシート」を
2・３年生は実施。また、１年生は２学期に実
施した。伴って形態や内容等についての事
後アンケートを担任対象に行った。生徒の
反応や文言の理解等の次年度へのステップ
の参考にしたい。また、１年生ではHRを使っ
て担任がキャリアカウンセリングを一人ずつ
行いアドバイスをした。

次年度も、事後アンケートを
参考にして、さらに改善でき
るように取り組んでいきた
い。また、チェックシートから
得た情報をレーダーチャート
にし、次のステップで保護者
とも連携して活用していく。

来年度も不審者対応研修を
継続し、さらに防犯意識を高
める。また、不審者対応研修
において、分教室との連携
が課題である。

評価 成果と課題（評価の分析） 課題の改善策等

研究・研修

支援活動

各分教室に、代議員会、専門委員会を設置
し、生徒会活動ができるようになってきた。
また、生徒会役員選挙では、選挙管理委員
会も各分教室に設置した。今後、活動時間
の確保が課題である。

分教室の主任、教務部と連
携し、定期的に時間割内で
の時間確保を模索する。

『生徒指導の手引き』（ガイドライン）を発刊
することができた。それをもとに、分教室ごと
に研修会を開催し、『生徒心得』をはじめ、
生徒指導全般の共通理解を図ることができ
た。
分教室毎の生徒指導に関する温度差を最
小限に抑えることが課題である。

本校と分教室の情報交換会
等の時間を確保し、積極的
に開催する。

校内危機管理体制を見直し、防
犯意識を高める。

不審者侵入時の『緊急対応マニュアル』
を作成する。これに基づき不審者対応研
修を実施したのち、不審者侵入時の『緊
急体制マニュアル』について再度検討す
る。

A A

不審者侵入時の『緊急対応マニュアル』を作
成し、これに基づき不審者対応研修を実施
することができた。反省をもとに、不審者侵
入時の『緊急体制マニュアル』を修正した。

昨年の総括から、『改訂版キャリアチェッ
クシート』を２、３年生は１学期中に実施
する。生徒自身が実生活を見直したり、
自身の就労観を意識し、自己実現できる
目標を立てやすくする。　また、１年生は
２学期当初には実施する方向で進めて
いく。

A

A

特性に応じた指導を提起するた
めに『個別の指導計画』の目標
や手立てを、自立活動の観点を
明確にした内容になるように工
夫する。

『個別の指導計画』を自立活動６区分か
らと、ライフキャリア教育の４領域「自分」
「時間」「相手」「まわり」の視点も意識し、
『実態→課題→手立て→結果→評価』に
つながる研修を進めていく。

B

発達段階に応じたキャリア教育
の充実を図るために、『改訂版
キャリアチェックシート』や『目標
ノート』を活用し、実践する。


