
学　校　番　号

評　　価 評　　価
（総　　合） （総　　合）

評価項目 項目ごとの評価 学校関係者評価委員会からの意見

Ａ

・就業体験は出来る限り実施した方が良い
と考える。

B

Ｂ

B Ａ

評価（３月）

B教務部

第１学年

第２学年

職業的自立・社会参加に必要な教育内容や教科等で育成すべき資
質・能力を整理し、主体的・対話的で深い学びの実現に向け学習指
導の工夫改善を図り、学校教育目標の達成に努める。

B

高等部設置校の教務内規を参考にするなどして、全面改訂を行う。 A

他者と協調し、自らの役割を果たす責任感を養い、集団の一員とい
う自覚をもたせるために、学校行事や学年、ホームルーム活動等を
通して、他者と関わることの楽しさや集団の中で役割を果たせたとい
う達成感を体験できる場面を設定する。

基本的な生活習慣を身に付けるために、家庭や寄宿舎と連携して、
自分のことを自分でする場面を徐々に増やしていく。生徒の実態に
応じて個別の支援を行う。

他者を尊重し、自分の役割を遂行できるようにホームルームや各教
科の授業など教育活動全体を通して指導方法を工夫する。

職業的自立に向けた意識が芽生えるように、生徒個々の特性や課
題に応じて進路に関する取組やホームルーム活動等を実施する。

Ａ

B

将来の職業生活について意
識を高める。（Ａ-ａ）

生活管理能力を育成する。
(Ｂ-ｃ）（Ｃ-ｃ)

学　校　運　営　計　画　（４月）

具　体　的　目　標

a 生徒、保護者のニーズに合った就労を実現するために、学年・進路指導部の連携を密
にして効果的な実習の機会を確保する

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
会的スキルやコミュニケーション能力の向上を図る

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、社会生活に必要なスキルの育成を図る

a 未来ビジョン委員会と学年、分掌間の連携の充実を図り、教育課程等の学校課題の見
直しを進める

就業体験をコロナ禍で中止や延期となることもあった
が、概ね実施できたことは成果である。進路指導部や関
係機関と連携し、早めに生徒の進路活動を進めていく。

対人関係力、規範意識を育
成する。（Ｂ-ａ）

昨年度の成果と課題

学校運営方針

具体的目標

カリキュラムマネジメントによ
る教育的ニーズや実態・特性
に応じた学習指導の改善を
図る。（Ａ-ｂ）（Ｂ-ａ）（Ｄ-ａ）

様式３

自己評価

令和３年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立特別支援学校「福岡高等学園」

学校関係者評価

本校の実情や生徒の実態等
を鑑みた教務内規の見直し
に努める。（Ｄ-ｂ）

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。

具　体　的　方　策

年　度　重　点　目　標

成果：本校の学校グ
ランドデザインの趣旨
を校内で共通理解す
るとともに、グランドデ
ザインに基づく学年、
分掌での運営計画の
作成を行った。取り組
みの進捗状況につい
ては、毎月の職員会
議で各学年や分掌の
取組状況を視覚化し
て提示することで、取
組の強弱を把握する
ことができた。

課題:諸行事の見直し
や学校、寄宿舎生活
の安心・安全の確保
など、学年と分掌計
画の取組がＰＤＣＡサ
イクルで進捗できるよ
うに柔軟なシステム
構築を改めて進め
る。

B

B

自立活動や道徳、ホームルーム等を通じてクラスメイト
との人間関係を深めることができたが、自分に関するこ
と（性格、 長所等）について把握できていない生徒が多
い。自分を知ること、他者との付き合い方について次年
度も取り組んでいく。

授業規律および「挨拶・返事・時間をみて行動・整理整
頓・清掃」など日々の生活を重視した指導を一貫して
行ってきたが、より効果的に行う必要がある。生徒の実
態に合わせて、適時性をもって理解できるような言葉を
掛けること、その後の変容を観察し、働きかけ方等を検
討することを全職員で少しずつ、繰り返し行えるようにし
たい。

Ａ

・職業専門コースでの実際の内容が保護
者に伝わらないので、学期ごとに面談時な
どで説明があると良い。
・実施したことの記載があればよりよい。

対人関係力、規範意識を育
成する。(Ｂ-ａ)

Ｂ

次年度の主な課題

Ａ ニーズに応じた進路実現 b 各教科と職業の指導目標を明確にするとともに、相互の一貫性を深める
c 職員間で生徒の実態を共有する時間を確保する
d 感染防止に取り組みながら就業体験、職場実習の効果的な推進を図る

Ｂ 心と体の教育の充実
b スムーズな学校生活を送るために、保護者や外部専門家、医療、福祉機関と連携した
障がい理解推進の取組を行う
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 落ち着いた学校生活が送れるように情報モラルの向上を図る

Ｃ 寄宿舎教育の充実
b 安心・安全で充実した生活ができるように、感染防止を踏まえた舎内の活動や行事の
推進、工事に伴う対応等を行う
c 寄宿舎生活を通して身につく力を明らかにし、集団生活ならではの楽しみを創出し、
ホームページ等を活用して、寄宿舎生活の魅力の発信を行う
d 個別の対応が必要な生徒に対し、柔軟かつ組織的に検討を行い対応する

Ｄ 職員組織の活性化

Ｂ Ａ

　
　自己評価は

　　　　　A　：　適切である

　　　　　B　：　概ね適切である

　　　　　C　：　やや適切である

　　　　　D　：　不適切である

b 生徒の実態により適合した教務内規になるよう見直しを進める
c 若年者、ミドルリーダーの育成のためにＯＪＴの充実を図る
d 職員の専門性向上のために学習・生活指導に関して外部講師を招聘した職員研修を
実施する

担任および副担任、学年が中心になって企画し、実施す
る学習において、意図的に他者と協働する活動を取り入
れた。集団での活動の中で自分が果たすべきことや集
団で行ったからこそできたこと、楽しかったこと等を体験
してもらうことが継続的にできた。今後は異なる集団で
の活動に広げていきたい。

B

統合型校務支援ｼｽﾃﾑの本格運用による、出席簿や指
導要録、個別の教育支援計画等の取扱いについて、一
部改訂を行っていく。

各教科や職業専門コース再編を視野に入れ、関係する
分掌と連携を強化し、進路先のニーズを具体的に把握
する。また、社会情勢等を踏まえ各方面からの最新の
情報収集と本校生徒の実態を踏まえた教育課程全体の
見直し・検討に努める。

特１２



Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ａ

企業の動向を含めた社会情勢、卒業生の状況等の進路情報を進路
指導部内で共有し、他の職員や保護者に正しく情報が伝わる方法を
検討する。

トイレ改修工事に伴う生徒の生活動線や生活環境の変更について、
生徒の安全な生活を第一に考え、事務室と連携し適切に対処する。

新型コロナウィルスの感染状況を踏まえ、感染拡大防止のための対
策を講じ適切に対処する。

C

A

A

ウイングプラン委員会を中心に他校の情報を取り入れながら、寄宿
舎内のルールの緩和や日課、行事の見直しを行い、現代の生活様
式等に沿った魅力的な寄宿舎づくりに役立てる。

「選ばれる寄宿舎」を目指し、日課や行事などの様子を学校見学や
ホームページ等で随時紹介する。

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識を高めさせる。

インフルエンザ、ノロウイルス、新型コロナ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。

C

B

Ｂ

Ｂ

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。

Ｂ

BB Ａ ・コロナ禍で工夫して実践されている。

関係部署や関係機関と連携して進路活動を支援した。
進路指導部が中心となって、コロナ禍でも職場実習や就
業体験ができる事業所の新規開拓が必要と考える。

第３学年

他者と協調し、自らの役割を責任もって果たそうとする態度を養うた
めに学校行事や学年、ホームルーム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。

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
メージできるような職場実習等の進路活動やホームルーム活動を計
画・実施する。

社会的スキルやコミュニケー
ション能力の向上を図り、対
人関係力、規範意識を育成
する。（Ｂ-ａ、ｄ）

将来の職業生活について意
識を高める。　（Ａ-ａ、ｄ）

Ｂ

・生徒や保護者の希望職種を優先しすぎ
ると就職した後が厳しくなる場合もあるの
で、発達検査等も受けて適性を判断する
材料の一つに加えていけたらいいと思わ
れる。
・外部実習の調整には今後も困難を伴うと
思われるが、職場実習は本人のことを知
る重要な機会であり、また定着支援でも活
きるため、実施に向けた工夫などをお願い
したい。
・実施したことの記載があればよりよい。

Ｂ

・トイレの改修はとてもよかったと聞いてい
る。浴室もシャワー等の設置ができるとい
い。寄宿舎が子ども達の憩いの場になっ
てほしい。
・コロナで寄宿舎での生活も大変気を遣っ
た１年だったと思われる。その分生徒に
は、窮屈な生活ではなかったのかと心が
痛む。

多くの学校行事が実施できなかったが、文化祭等を活
用して集団の一員としての自覚をもたせ、他者と協調
し、自らの役割を責任もって果たす経験をさせることがで
きた。コロナ禍で学校行事等が厳選されても他者との協
働を多く経験させたい。

寮務部

安心・安全で充実した生活が
できる寄宿舎の運営及び体
制づくりを行う。
（Ｃ-ｂ）

A

B

改修工事や分散登校等にも適切に対処し生徒が安心し
て生活できる環境を作ることができたので、次年度も引
き続き臨機応変に適切に対処していきたい。

寄宿舎の魅力の再発見及び
創出を行い、発信する。（Ｃ-
ｃ）

B

寄宿舎内のルール緩和や日課、行事の見直しについ
て、職員間で必要性は共有できつつあるものの、新たな
項目について取り組むには至らなかった。生徒、保護者
の視点に立って、選ばれる寄宿舎、魅力的な寄宿舎づく
りのためにできることを引き続き検討し、実施していく。

進路指導
部

生徒の希望職種、実態を踏
まえた職場実習、就業体験
の受け入れ先の確保に努め
る。（Ａ-ａ）

A

B

新型コロナウイルス感染者数の増減に伴う臨時休校等
の措置による校内外の調整、特に事業所での実習、外
部講師を招いての校内研修等に引き続き困難が予想さ
れる。１年生、２年生の就業体験の実施形態について、
今年度の状況を踏まえて引き続き検討が必要である。
（回数、事業所開拓方法について等）

コロナ禍における変化する社
会情勢に応じ、生徒の利益
になる進路活動を、臨機応変
に企画・実行していく。（Ａ-ｄ）
（Ｄ-ａ）

B

現在の進路活動の進め方と職員数などから、進路指導
部（学級担任・副担任・学年所属職員）が担うことのでき
る業務、及びその質と量について検討し、全職員で共通
認識するとともに改善できる点を見出していく必要があ
る。そのことが、学校全体の教育課程改善につながる新
たな視点を見出すことにつながると考える。生徒の特性
の更なる多様化に伴う進路先の変化に対応するべく、
就労移行支援事業所・就労継続支援事業所（A型・B型）
等との連携を更に強化していく必要がある。

A

３年生の職場実習を推進するとともに、２年生の就業体験の形態や
回数の在り方について検討する。また、１年生の進路学習、体験活
動の在り方について検討する。

保護者、職員から職場開拓につながる情報収集を積極的に行い、
適宜開拓して生徒の進路実現につながる企業を増やしていく。

A

A

生徒指導
部

いじめのない学校づくりを行
う。（Ｂ-ａ）

生徒の日頃の行動を観察し状況把握に努め、必要な情報について
は全職員で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。

Ｂ

Ｂ

全職員の取り組みにより、生徒指導上の問題に関して
早期に対応することができた。学年や担任、部屋担と連
携しながら生徒の心のケアや指導を行うことができた。
いじめアンケートをもとに各担任が個人面談や相談週間
等を利用してしっかり聴き取りを行うことができた。指導
マニュアルにそって指導ができなかったこともあったの
で全職員に周知していきたい。

Ａ

・寄宿舎と教室での２カ所でいじめが発生
する可能性があるということは、２倍の負
担になるが、スクールカウンセリングを上
手に使いながら生徒の心を落ち着かせた
り、家庭との連携を図ったりすることはいい
と思われる。
・細かな対応を工夫されている。

いじめアンケート終了後、気になる生徒との面談や相談週間をとおし
て、早期発見・対応を心掛け情報を共有し指導の充実を図る。

問題行動を起こした生徒へ
効果的な指導を行う。（Ｂ-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。

Ｂ

大きな問題行動を起こした生徒の状況等については全
職員で共有することができた。具体的な行動モデルにつ
いては生徒にしっかり伝えることはできた。また、学年を
中心にその行動モデルをもとに指導を行うことができ
た。特別指導後の生徒の状況を担任や部屋担にききな
がら観察することはできた。また、個別に面談等行うこと
ができた。学年や担任からの申し出がなかったのでチー
ム会議は行わなかった。しかし、今後は分掌会議で特別
指導後の生徒の状況を総合的に判断し、生徒指導部と
してチーム会議の必要性を感じた際は、学年や担任に
チーム会議行うことを提案していく必要性も感じた。

特別指導となった生徒の指導後の学校生活状況を把握する。必要
であれば学年や寄宿舎、他分掌を交えたチーム会議等を行う。

B

保健部

生徒の健康管理意識を高め
させる。（Ｂ-ｃ）

Ｂ

Ｂ

昨年度より、各自水筒を利用する方法に変更した。水筒
忘れや水分摂取が減少する生徒がいたため、個別に指
導する必要がある。感染症予防については、予防に対
する意識は向上しており、社会全体の啓発に合わせた
行動ができているが、各クラス任せになっているところ
は課題である。今後は、自然治癒力や自己免疫力を高
める働きに重点をおいて支援していく。

Ａ
・コロナ禍の対応は、本当に大変だったと
思われる。

安全な食を提供し、望ましい
食習慣を定着させる。（Ｂ-ｃ）

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。

Ｂ

食堂の利用人数を減らし、部屋食を取り入れたため、食
事マナーの指導や偏食指導が不十分であった。偏食指
導に関しては、個別対応となるため、担任・部屋担任と
の共通理解を図りたい。食物アレルギーの生徒対応に
ついては、研修会を実施し全職員で情報共有を行った
が、数件のヒヤリハット事例が発生した。チェックのタイミ
ングや場所を具体的に確認する、担当者の役割や責任
を明確にするなど、次年度においても全職員での共通
理解を図りたい。



A

B

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、実施する。

B

B

C

校内生徒の支援に関する相談を受け、担当者と共に適切な支援の
在り方を探っていく。また、学期に１度の支援会議、必要に応じた
ケース会議を行い、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。

B

PTA役員を中心として、文化祭、研修会などの行事においてPTAの
取り組みを推進する。

C

企画庶務
部

特別支援
教育部

Ｂ

・コロナ禍で行事等が中止の中、できる限
り代替えや内容変更等で対応していただ
き有り難かった。ホームページのＵＰは、
保護者が気づくように学年だより等で知ら
せてほしい。ＱＲコードも付けてほしい。
・情勢に合った活動がなされており、今後
もオンラインによる周知等が充実すると良
いと考える。
・外部からの人の流れを考えると、ＰＴＡ活
動はやりづらい一年だったと思われる。

B

B

B

自立活動の視点を取り入れた学習指導案を作成し、授
業を実施することができた。学習指導案を作成する際に
は複数の教員で生徒の情報を共有し、生徒の課題や手
立てについて話し合う時間を設けることができたが、時
間が限られていたため、十分に検討することができたと
は言えない。日頃から生徒の情報を共有できる体制を
整える必要がある。

学校ホームページのコンテン
ツを充実させる。（Ｂ-ｂ）

B

B Ａ ・実施したことの記載があればよりよい。

B

職員の専門性の向上を図
る。（Ｄ-ｄ）

校内支援体制の充実を図
る。（А-ｃ）(Ｃ-ａ）

ＰＴＡ役員と連携しＰＴＡ活動
を推進する。（Ｂ-ｂ）

C

B

学校ホームページの情報を最新にし、新しいコンテンツを検討する。

日ごろの教育活動や学校行事の写真を定期的に掲示する。

卒業後に利用できる福祉サービスについて、進路部と
連携して職員研修を行う。

　・学校行事や普段の教育活動等について、ホームページ等を活用して保護者や地域の方々への周知を図る。

　・学校や寄宿舎においてより良い人間関係が築けるように、スクールカウンセラーなどの外部専門家等を活用しながら、個に応じた支援を行っていく。

評価項目以外のものに関する意見

・先生方には感謝の気持ちで一杯である。来年度は行事が行え
るように願っている。
・コロナ禍で学校、生徒との関わりが持てなかった中で評価する
ことが心苦しく、大変申し訳なく思っている。

　・就職支援コーディネーターとの連携を図りながら、学校全体で新たな就労先や実習先の開拓に取り組む。

学校WEBページについては、今年度は各コース紹介の
動画５コース分を製作、アップすることができた。また、
随時、情報を更新することができた。来年度以降、福岡
高等学園を知ってもらう魅力あるコンテンツを検討して
いく必要がある。

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策

PTA活動については、新型コロナ感染症拡大防止の観
点から、様々な総会や研修会等が中止となり、十分な活
動を行うことができなかった。来年度の課題としても、新
型コロナ感染症の動向を見ながら、活動を検討していく
必要がある。

支援会議等で進路部とも情報共有できるようにする。今
後生徒の多様化への対応として、適切な校内支援がで
きるよう人員の確保が必要である。

研修や実習等をとおして、高
い専門性を有する指導者の
育成を図る。（Ｄ-ｃ、ｄ）

B

若年教員研修や教育実習については、関係職員と連携
を図り、円滑に進めることができた。ただ、教育実習は
教科指導員への負担がまだ軽減されていない。指導を
分担できるよう、分掌内で指導体制について検討する必
要がある。

研修部

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
習指導についての研修を推
進するとともに、自立活動の
効果的な指導内容・方法に
ついての研究を行う。 Ａ

若年教員研修（１年目、２年目、３年目）において、教科主任等と連
携を図り、有益な研究授業が実施できるよう調整する。

B

自立活動の理論研究を推進することで、ねらいや内容の位置付けを
明確にした授業の在り方についての研究を進める。

校外における研修会について、掲示板等を活用し周知徹底する。


