別紙様式（Ａ３横型）
学校番号

平成３１年度 自己評価表

（ 計画段階 ・ 実施段階 ）

特 12

福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」学校長

印

学 校 運 営 計 画 （ ４ 月 ）
④ 学校運営方針

職業的自立及び社会参加を実現する意志と実践力を有し、誇りと思いやりをもって他者と接する人間の育成をめざす。

⑭昨年度の成果と課題

⑥年度重点目標

成果：昨年度は、教育課程
検討委員会におけるカリキ
ュラムの内容整理、行事検
討委員会での新たな就業体
験の計画に基づく年間の行
事計画の見直し、スクール
カウンセラーなどの外部専
門家活用の一層の充実など
校内連携による組織的な取
組の充実を図ることができ
た。
学部や分掌においても、
ホームページの活用や教育
事務所への学校紹介配布に
より学校見学者が約１．５
倍に増加した。また、いじ
めアンケートによる早期発
見、早期対応やスクールカ
ウンセラーの助言を生かし
た教職員間の共通理解の推
進などを図ることができ
た。

Ａ 職業教育の充実

Ｂ 生活教育の充実

Ｃ 学年等経営の
充実
Ｄ 学習指導の充実
Ｅ 心と体の学習指
導の充実
Ｆ 校内外の連携強

化・充実
課題:学校グランドデザイ
ンに基づく学年と分掌計画 Ｇ ミッションを踏
の取組がＰＤＣＡサイクル
で進捗するシステムを構築 まえた専門性と組織
する。
力の向上

評価項目

教務部

⑧具体的目標

⑦具 体 的 目 標
a 生徒の就労先とのマッチングを図るために、校内連携のもと実習の機会を確保する
b 生徒の就労に関する意欲及び能力の向上のために『デュアルシステム型現場実習』の導入を検討する
c カリキュラム・マメジメント推進委員会と分掌間の連携の充実を図り、教育課程の在り方を見直していく
d 就業体験や職場実習等のアセスメントの充実を図るとともに評価表をフィードバックし、一人一人の実態に応じた職業教育を行う
a 卒業後を見据え、生活管理能力を定着させるために学校、寄宿舎、家庭及び関係機関が密に連携し、職業生活における必要なスキルの育成を図る
b 自治会活動や余暇活動のさらなる充実を図るとともに、ルールの緩和等を検討し、生徒の自主性や自立心を育む
c 指導記録簿や生活自立段階表等の活用をとおして、個や状況に応じた適切な指導・支援を行う
d 生徒が安心し安全な環境で生活し学ぶことができるように、大規模改修工事等による生活空間や導線の変化に適切に対応する。
a 学校行事や学年、学級活動等をとおして様々な経験を積ませることで、他者と協調し、自らの役割を責任をもって果たそうとする態度を養う
b ホームルーム活動や各教科の指導をとおして、他者を尊重する態度を育てる
c 社会人としてのマナーを身に付け、集団の一員という自覚をもたせるために挨拶の徹底、決まりの遵守、整理整頓等の意識の向上を図る
d 就業体験や職場実習等をとおして、一人一人の進路についてのニーズを把握し、自己の将来の職業生活及び社会生活についての意識を高める働き掛けを行う
a 生徒が学ぶことと自己の将来とのつながりを見とおせる学習指導、生徒のコミュニケーションの効力感を高める学習指導の充実のための研修を企画、実施する
b ミッションや学校教育目標を踏まえた教育内容を整理するとともに年間指導計画を立案し、月ごと、学期ごとに振り返りを行い、指導の改善工夫を図る
c 生徒の実態により適合した教務内規を整理する
d 学習指導に関して外部講師を招聘した職員研修を実施するとともに自立活動の充実を図る
a よりよい人間関係が築けるように校内連携の充実を図り、教育活動全体をとおして社会的スキルを身に付けさせる
b 生徒の的確な実態把握を行い、授業や寄宿舎生活の中で賞賛する場面を多く作り、生徒の自尊感情を育む
c 職業的に自立し、健やかな社会生活を営むために、健康・安全や食・性に関する教育を行う
d 心の安定を図るために、家庭や関係機関と連携し、思いやりのある態度、協調・共同する態度を育てる
a 学校と PTA との連携を強化するとともに保護者の様々な不安や将来の生活設計に対応するため、ニーズに応じた専門家を招聘し、研修会を実施する
b 特別支援会議を定期的に行い、校内支援体制の充実を図る
c 対外的なセンター的機能の充実を図るため、教育相談のシステムを整備し取組む
d 学校見学や HP をとおして積極的な広報活動を行うとともに各教育事務所との連携強化を図り、小・中学校への情報発信を行っていく
a 学校評議員や外部専門家との連携強化を図り、チーム学校として専門性の向上及び組織力の強化を図る
b スクラップアンドビルドによる行事の精選、教職員の業務改善等を行う
c 組織の専門性の維持、向上のために文書保管・管理システムを整備する
dＯＪＴの充実を図る

⑨具 体 的 方 策

ミッションや学校教育目標の実現に向けて、職業的自立に必要な教育内容を整理す
カリキュラムマネジメントによる学習
るとともに、教科等の年間指導計画を立案し、月ごと学期ごとに振り返るシステム
指導の充実を図る。
（Ａ－ｃ）
を作り、指導の工夫改善を図る。
就業体験や職場実習で受けた評価を授業にフィードバックして、生徒個々の実態に
生徒の実態に応じた職業教育の充実を
応じた職業教育を行うことができるよう、進路指導部と連携してアセスメントや振
図る。
（Ａ－ｄ）
り返りの方法等について検討し、授業内容や方法の改善を図る。
教務内規の見直しを行う。
（Ｄ－ｃ）

第１学年

評価（総合）

生徒の実態により適合した教務内規になるよう内容を整理する。
学校見学やホームページをとおして積極的な広報活動を行うとともに、各教育事務
小・中学校や地域への積極的情報発信を
所との連携強化を図り、学校だよりの配布を依頼する等して、小・中学校への情報
行う。
（Ｆ－ｄ）
発信を行う。
基本的な生活習慣を身につけるために家庭や寄宿舎と連携して個別の支援・指導を
生活管理能力を育成する。
（Ｂ－ａ）
行う。
他者と協調し、自らの役割を責任をもって果たそうとする態度を養うために学校行
対人関係力、規範意識を育成する。
（Ｃ
事や学年、学級活動等をとおして様々な経験を積ませる。社会人としてのマナーを
－ａ，ｂ，ｃ）
身に付け、集団の一員という自覚をもたせるために挨拶・返事の指導を徹底する。

評価（３月）

⑬次年度の主な課題

別紙様式（Ａ３横型）

第２学年

第３学年

生徒指導部

自尊感情を育む。
（Ｅ－ｂ）
自尊感情を育むために学級活動において賞賛する場面を増やす。
将来の職業生活について意識を高める。 将来の職業生活の意識を高めるために生徒自身が卒業後の姿をイメージできるよう
（Ｃ－ｄ）
な就業体験を計画・実施する。
①正しい言葉遣い、挨拶およびマナー、決まりの遵守、清掃、準備や後片付け、職
務遂行力等の定着を図るために、ホームルームや各教科の指導の充実を図る。
規範意識、対人関係力、自尊感情を育む。
➁学級活動や学校行事、人権･道徳の指導等の取り組みを通して、他者と協調・協力
（Ｃ－ａ，ｂ，ｃ）
し、役割を果たす経験を積ませる。思いやりのある言動について具体的に行動レベ
ルの目標をもたせ、適時性をもって賞賛等を行う。
安心･安全な日常生活を営むために必要な生活管理スキルの育成を図り、
自らの力で
生活管理力を育成する。
（Ｂ－ａ）
行えているという自覚や自立心を育むために、家庭や寄宿舎と密に連携する。
生徒の学習特性･課題等の把握に努め、授業規律の確立と物理的･人的な環境づくり
積極的な行動を促す学習指導の充実を
をすることにより生徒が見通しをもって、積極的に学習活動に取り組めるようにす
図る。
（Ｄ－ａ）
る。
就業体験等の進路行事やホームルーム活動、各教科の指導を通して、進路について
職業教育の充実を図る。
（Ａ－ｄ，Ｃ－
のニーズを把握し将来の職業生活についての意識を高める働き掛けを行い、積極的
ｄ）
な行動を引き出す。
業務内容の整理、管理、引継ぎを確実に行うために、業務内容の意図を常に確認、
業務内容の整理、管理、支援内容の検証
共有する。他部掌と連携しながら、支援内容が次につながるものになっているか検
をする。
証する。
規範意識を高めるために、職業教育を充 職場で必要な挨拶の徹底、決まり・マナーの遵守、整理整頓などが実践できるよう、
実させる。
（Ｃ－ｃ）
集団の一員の自覚の下に社会人として求められる態度の指導を徹底する。
対人関係力を高め、心身の安定を図るた 就労を見据えて、遅刻や欠席を減らすために、心と体のバランスを保つことができ
めに、心と体の教育を充実させる。
（Ｅ るための指導を行う。また、よりよい人間関係が築けるように、相手を尊重する態
－ｂ）
度を養う。
職場定着を図るためには、規則正しく、安定した生活を送ることが必要不可欠であ
生活管理力を高めるために、生活教育を
ることから、寄宿舎や家庭と連携し生活に必要なスキルの育成を図り、実践できる
充実させる。
（Ｂ－ａ）
ようにする。
ホームルームや授業などの場面で、様々な経験を積ませることで、責任をもって役
自尊感情や働く意欲・実践力を高めるた
割を果たす態度を養う。また、進路活動を通して生徒の実態及びニーズを把握し、
めに学年等経営を充実させる。
（Ｃ－ａ）
卒業後の生活についての意識を高められる指導を行う。
教育活動全体において、組織的かつ効率 事前準備を行い、早目に職員に情報提供する。また、全体でタイムリーな情報を共
よく運営を行う。
（Ｄ－ｂ）
有できるように、報告・連絡・相談の徹底を図る。
学校教育活動全体をとおして、
挨拶の必要性やＴＰＯに合わせた挨拶方法を伝える。
挨拶の定着を図る。（Ｅ－ｃ）
生徒会の朝の挨拶運動をとおして挨拶の習慣を身につけさせる。
挨拶コンクールを実施する
生徒の日頃の行動を観察して状況把握に努め、必要な情報については全職員で情報
を共有し生徒指導に活かす。また、学年や特別教育支援部と連携して、生徒の精神
的状況や特性の理解に努める。
いじめアンケート終了後、気になる生徒と個別面談や「相談週間」を設定し、早期
いじめのない学校づくりを行う。（Ｅ－
発見・早期対応を心掛け情報を共有し指導の充実を図る。
ｂ）
教育活動全体をとおして、生徒に成就感や達成感をもたせる。また、生徒を賞賛さ
せる場面を多く作り、自己肯定感を育む。
学校行事等の練習期間を短くして、生徒がストレスフルにならないような環境設定
を行う。
学年、寄宿舎の指導方針の共通認識・相互理解を深めるとともに、相互の環境で起
こった問題行動を共有し、生徒指導にあたる。
学級担任・寄宿舎部屋担任との密な情報交換ができるように関係者・分掌に働きか
学年、寄宿舎及び保護者との連携の強化 けるとともに、内容に応じては、学年全体または全職員への情報の説明（提示）を
行う。
を図る。（Ｅ－ｂ，ｄ）
気になる生徒の行動については、担任の連絡帳をとおして保護者に連絡をしてもら
う。
デジ連を使用しながら、情報共有をスピーディーに行う。
該当生徒の情報を学年職員で共有する。状況によっては、全職員で共有する。
該当生徒の学級担任・部屋担任との情報交換を密接に行い、生徒の状況確認に努め
問題行動を起こした生徒へ効果的な指
る。また、それをもとに学年と協議を行い具体的な行動モデルを生徒に伝える。
導を行う。（Ｅ－ａ）
生徒の指導後の状況等を把握して必要であれば、他分掌と連携をとりながら、組織
的に指導を行う。

別紙様式（Ａ３横型）

進路指導部

生徒が自分の障がいについて考え、学
校での学習や諸活動と自分の進路との 生徒の実態に応じた進路ホームルーム計画を立案、実施し、生徒の自己理解を
つながりについて理解できる活動を企 促すとともに、ニーズ把握につなげる
画する。
（Ａ－ｄ）
１、２学年就業体験及び３学年職場実習を推進するとともに、各学年の実習の
生徒の実態、希望職種を踏まえた就業 つながりの在り方について検討していく
体験、職場実習の受け入れ先の確保に 進路渉外担当職員を中心に、保護者、職員等から職場開拓につながる情報収集
努める。
（Ａ－ａ）
を積極的に行い、適宜開拓することで学校の取り組みに賛同いただける企業を
増やしていく
本校の現状（教育課程・生徒の実態等）
と企業のニーズに合致するデュアルシ 福岡高等学園版のデュアルシステムの在り方について分掌内で検討していく
ステム型現場実習について検討する。
（Ａ－ｂ）
卒業生の社会的、職業的自立につなが
障がい者就業・生活支援センター等の支援機関と連携し、職場定着支援を行う
る職場定着支援を行う。
（Ａ－ａ）

寮務部

保健部

研修部

特別支援
教育部

職業生活における必要なスキルの育成
を図る。
（Ｂ－ａ，Ｃ－ｃ，Ｅ－ｃ）
生徒の自主性や自立心を育む。
（Ｂ－ｂ）
個や状況に応じた適切な指導を行い、生
徒の自尊感情を育む。
（Ｂ－ｃ，Ｅ－ｂ）
生徒が安心し、安全な環境で生活し学ぶ
ことができる寄宿舎の運営及び体制づ
くりを行う。
（Ｂ－ｄ）

職員同士の確実な情報共有及び学校、家庭への情報発信と連携の強化を行う。
自治会活動や余暇活動のさらなる充実に努める。
寄宿舎内のルールの緩和に向けた取組を行う。
個の特性や状況を正しく把握し、小さな努力や成長を称賛する場面を意図的に設け
る。
施設・設備充実の働きかけや、よりよい活用の検討を行う。

寄宿舎と連携しながら生徒個々の身体状況や健康状態の把握に努め、体調不良の生
徒に適切に対応する。
衣服の調整、手洗い・うがい、水分の補給等の指導を定期的に行う。また、保健委
生徒の健康管理意識を高めさせる。
員会を中心に手洗いや教室の換気等の呼びかけを行い、生徒の健康管理に関する意
（Ｅ－ｃ）
識を高めさせる。
インフルエンザ、ノロウイルス等の感染症が流行する時期に生徒に具体的な予防方
法を指導する。また、罹患生徒が発生した場合は迅速に対応する。
食事マナー週間等を通じて、食事マナー指導を行う。
安全な食を提供し、望ましい食習慣を定 偏食せず、自らバランスのとれた食事ができるよう指導を行う。
着させる。
（Ｅ－ｃ）
研修会等を利用して、食物アレルギーや減量食等、食事に配慮が必要な生徒の実態
を全職員で把握し、対処する。
清掃活動を通じて、環境整備を自ら行う態度の育成を図る。
環境美化に努める生徒を育成する。
（Ｅ－ｃ）
効果的な大掃除等の企画や検討を行う。
指導にあたっては、内容の精選・検討等を十分に行う。
生徒の実態に合わせて、性に関する指導
性に対する規範意識が高める指導を行う。
を充実させる。
（Ｅ－ｃ）
生徒の実態や指導内容によっては指導形態等を工夫する。
生徒が学ぶことと自己の将来とのつな
がりを見通せる学習指導や、カリキュラ
学校教育研究の充実・深化を図る。
ムの在り方についての研修を推進する。
（Ｄ－ａ）
本校の実情及び生徒の実態に即した自
立活動の効果的な指導内容・方法につい 自立活動における効果的な指導内容・方法の在り方に関する学校研究を行う。
ての研究を行う。
（Ｄ－ｄ）
高い専門性を有する後進の指導者の育
成を目的とした研修、および実習等を実 初任者・新規採用者研修、教育実習や介護等体験を計画的、効果的に実施する。
施する。
（Ｇ－ｃ）
様々な教育的ニーズに対応できるように、
関係分掌と連携のもと専門研修を計画し、
職員の専門性の向上を図る。
（Ｄ－ｄ）
実施する。
心の安定を図るために、家庭や各関係機
スクールカウンセラーと連携し、セルフマネジメントの指導を各学年各学期に計画
関との連携し、思いやりのある態度、協
し、実施する。
調、共同する態度を育てる。
（Ｃ－ｄ）

別紙様式（Ａ３横型）

校内支援体制の充実を図る。
（Ｆ－ｂ）

外部専門家の助言を生かした支援チーム会議、特別支援会議等を行い、学年、分掌
との連携を推進するとともに、校内における関係者会議と連動した校内生徒支援体
制の強化を行う。

生徒の支援に関する相談を受けたり、関係機関の紹介をしたりするなど対外的なセ
ンター機能を発揮し、地域の特別支援教育の充実を図る。
定期的、計画的に PTA 理事会を開催し、取組みの確認や意見交流を行う。
ＰＴＡ役員と連携し PTA 活動を推進す PTA 役員を中心として、
体育祭や文化祭等の行事において、
PTA の取組みを推進する。
る。
（Ｆ－ａ）
加盟している様々な PTA 団体の総会、研修会などへ積極的に参加できるよう PTA 役
員と連携する。
スクールカンセラーを講師にむかえ、保護者への研修会を行う。
ＰＴＡ理事やスクールカンセラーと連
福祉関係の方を講師にむかえ、保護者への研修会を行う。
携し、研修会を充実させる。
（Ｄ－ｄ）
PTA 対象に福祉または事業所関係施設の見学会を実施する。
本校の教育活動を紹介するため、学校要覧や学校パンフレットの発行を行う。
学校ホームページや広報誌などを通し 学校ホームページの定期的な更新を行う。
て本校の広報活動を行う。
（Ｆ－ｄ）
日ごろの教育活動や学校行事の写真を定期的に校内に掲示する。
センター的機能充実を図る。
（Ｆ－ｃ）

企画庶務部

視聴覚機器や放送機器の管理徹底と活 ・放送機器の点検を行い、チャイムの管理を行う。
用推進を促す。
（Ｄ－ｄ）
・プロジェクターなどの情報機器の管理業務を円滑に行い、活用しやすくする。

