
(別紙様式)

令和３年度 学 校 評 価 シ ー ト 和歌山県立紀伊コスモス支援学校 学校長名 加山 千裕

めざす学校像 共生社会の中でよりよく豊かに生きる人間を育成するため、児童生徒一人ひとりの個 新型コロナウィルス感染症対応を意識した新しい生活様式のもと、充実した学 Ａ 十分に達成した。
育てたい生徒像 性や障害の実態をしっかり把握し、将来を見通した系統性のある教育を進める。 中期的な 校生活としての取組の構築 （８０％以上）

目標 ICT活用を効果的に進めた授業作り 達
新型コロナウィルス感染症対策に万全を期すとともに安全な医療的ケアの実施 Ｂ 概ね達成した。

本年度の重点目標 １個性や障害に応じた学習や体験活動を通して、生きる力をはぐくむ教育を進める を含めた学校安全の推進 （６０％以上）
成

(学校の課題に即 ２キャリア教育の充実を図り、自立に向け必要な基盤となる能力の育成を図る Ｃ あまり十分でな
し、精選した上 学校評価の 育友会役員会、学校運営協議会等を通じて自己評価及び学校関係者評価の い。（４０％以上）
で、具体的かつ ３児童生徒の健康の増進及び学校安全の徹底を図る 結果と改善 結果について公表する。また、本校ホームページ上に記載するものとする。 度
明確に記入する） 方策の公表 Ｄ 不十分である。

４開かれた学校づくりを進めるとともに地域における特別支援教育の推進を図る の方法 （４０％未満）

（注）１ 重点目標は３～４つ程度設定し、それらに対応した評価項目を設定する。 ２ 番号欄には、重点目標の番号を記入する。 ３ 評価項目に対応した具体的取組と評価指標を設定する。
４ 年度評価は、年度末（３月）に実施した結果を記載する。 ５ 学校関係者評価は、自己評価の結果を踏まえて評価を行う。

自 己 評 価 学 校 関 係 者 評 価

重 点 目 標 年 度 評 価 （ ２ 月 ８ 日 現在 ） 令和４年 ２月１６日 実施

番号 現状と課題 評価項目 具体的取組 評価指標 評価項目の達成 達成度 次年度への課題と改善方策 学校関係者からの意見・要望・評価等

新型コロナウィルス感染症 ・個々に主体的かつ能動的な ・学校全体で、年間指導計画、単元計画、 ・校内授業研の開催（10回） ➡ 10回 地域の新型コロナウィルス感染症の 学校運営協議会委員からは、新
対策を十分に意識しなが 授業づくりができているか。 授業づくり、授業改善の取組を進めると ・授業づくりに係る研修会（1回） ➡１回 拡大が複数回あり、さまざまな行事 型コロナウィルス感染症拡大の
ら、工夫した授業作りを実 ・教育課程の議論の到達点を ともに、指導力向上のための研修会を開 ・実態把握、アセスメント等研修会（5回） ➡７回 が変更・中止となったが、ICTの活 中、さまざまなことに取り組んで
施している。さらに個々の 踏まえ、教育計画等の見直し 催する。 ・自立活動研修（２回） ➡２回 用を中心的な課題とし、研修を進め、 来れたところが素晴らしいという

１ 児童生徒の実態把握を丁寧 が図られているか。 ・自立活動研修を実施し、充実を図る。 ・ICT研修（３回） ➡３回 交流学習等において活用できた。ま 評価を複数の方からの意見として
に行い、ICT活用等を十分 ・ICT等、効果的に活用され ・ICT活用に関して研修会を数回開催し、 ・年間の授業時間数の20％でICTが活用され 満たしている A た、実態把握のアセスメント研修や いただいた。授業研や授業づくり、
に推進しながら、一人一人 ているか。 ICTを活用した授業作りを進める。 ている。 主体性を引き出す授業づくりの研修 公開研の YouTube 配信、校内技
に応じた主体的な学びの保 ・初任者や若手教員の育成が ・双方向のオンライン授業が可能となる ・オンライン授業に係るチューターを各学 検討中 について取組を進めた。ICT活用は、 能検定など工夫して、児童生徒の
証を模索すべく、さまざま 図られているか。 仕組みを構築する。 部で3名以上養成する。 子供に応じた活用や家庭との連携に ために取組を進められていると好
な研修及び協議に取組む。 ・若手教員を対象とした研修会を開催す ・若手教員対象の研修会（10回） ➡ 11回 ついてさらに研鑽が必要である。 評であった。その中で、校内技能

る。 ・地域諸学校の授業見学（３回） ➡３回 検定の審査員であった委員から
は、「毎年個々の生徒の能力は上

日常的に、児童生徒の実態 ・将来を見通した取組として ・読書教育の充実を図る。 ・読書環境アセスメント報告（年度末） 検討中 キャリア教育を重点課題とした授業 がってきているが、マニュアルに
に応じたキャリア教育の推 の授業が実施されているか。 ・さまざまな観点より、情報教育を推進 ・情報教育に係る研修（２回） 各学部にて開催 づくりを各学部で行った。小学部は ないことが起こったときの対応な
進に取り組んできている。 ・感性を磨き、創造力を豊か する。 ・進路に係る説明会（６回） ➡５回 夏祭り、中学部は中学部横丁、高等 どの工夫が今後必要では？」とい
今年度は、さらに、主体性 にする取組が進められている ・学校全体として系統性のある進路学習 ・作業製品の販売活動年（5回） ➡５回 部は地域への活動や製品販売の他、 う指摘を受けた。また、さらに進

２ を軸とした将来を見据えた か を実施する。 ・地域ボランティア活動（年３回） ➡ 12回(訪問１回) 作業班毎のワークショップにより地 めていくべき内容として、社会が
キャリア教育の推進に取組 ・自己有用感や就労への意識 ・校内技能検定、ボランティア活動や現 ・校内技能検定開催（１回） ➡１回 A 域の人との関わりを深めた。また、 どんどん変化している中で、学校
む。 が向上する取組が進められて 場実習を通してキャリア発達を促す取組 ・アビリンピック参加者（5名以上） ➡４名 紀の国わかやま総合文化祭や校内技 での ICT 活用を通して将来の社

いるか。 を充実させる、。 ・新規の職場開拓 （5社以上） ➡６社 能検定でも役割を意識した活動とな 会参加につなげていけるようん取
・関係機関と連携し、卒業生の就労支援 ・一般就労希望者の就労率(80％～) ➡ 67％(4/6) った。特別活動だけでなく、日頃の り組むことの必要性を示唆いただ
の充実を図る。 ・事業所等懇談会の開催（1回） ➡１回 教科指導等においてもキャリアの視 いた。

点による学校づくりを進めていく必 保護者の方からは、コロナ禍の
要がある。 中、常に児童生徒の状況を把握し

ながら、さまざまな行事の工夫や
分掌部や各種委員会を中心 ・関係機関と連携し児童生徒 ・児童生徒の健康安全について関係機関 ・医ケア委員会の開催（８回） ➡ 11回(１回) 各種委員会において、個々の児童生 一人一人に対して熱心な取組をし
に、健康教育や医療的ケア、 の健康の増進及び安全な医療 と連携した対応を行う。 （内、医療関係者を招聘して2回以上開催） 徒のカンファレンス開催や関係機関 ていることへの評価とともに、全
防災教育等、学校安全に関 的ケアの実施が行われている ・ヒヤリハット報告や危機管理の啓発を ・医ケア研修（２回） ➡１回（１回は中止） の方との会議等も開催した。防災に ての児童生徒が安心して楽しく学
する取組を整えてきてい か。 通して、日常的な意識の高揚を図る。 ・緊急時対応研修（2回） ➡２回 ついての協議も含め、保健安全に係 校生活を送ること、さまざまな場

３ る。職員の危機管理意識の ・職員に学校安全の推進に必 ・肢体不自由教育や摂食に関する取組を ・肢体不自由教育研修（１回） ➡３回 B る種々の研修・調査も実施すること 面での心のケアを丁寧に実施して
向上及び外部機関との連携 要な知識技能、意識が備わっ より充実させる。 ・摂食事例研修（２回） ➡２回 で意識を高めた。生徒指導について いくことや、学年や学部が変わる
を図りながら、さらに児童 ているか。 ・感染症対策や学校安全に関する研修会 ・学校保健安全委員会（５回以上） ➡５回 は、問題行動の分析や保護者との連 ときの丁寧な引き継ぎをしていく
生徒の健康安全に関する取 ・いじめや不登校に関する取 を実施する。 ・人権教育研修（1回） ➡１回 携等について、他機関と連携しつつ ことについての要望や意見をいた
組を推進する。 組が適切に進められている ・人権研修及びいじめ・関わり方アンケ ・いじめアンケート （3回） ➡３回 継続した取組が必要である。 だいた。

か。 ートを実施する。 ・関わり方アンケート（2回） ➡２回

地域・家庭との連携・協働に ・社会との繋がりを踏まえ、 ・学校運営協議会に学校課題に応じた部 ・各部会の開催2回以上 ほぼ達成している それぞれの部会は、参加者数が増え
より「社会に開かれた教育課 協働する仕組みが整備されて 会を設置し、チーム学校としての取組を ・つくし連絡協議会の開催（２回） ➡２回 たものもあり、充実した取組となっ
程」を実現する取組を推進し いるか。 推進する。つくし医療・福祉センターと ・地域の学校からの相談件数30件以上 ➡ 34件 ている。センター的機能として継続
てきている。引き続き充実さ ・センター的機能の発揮と係 の連携を進める。 ・地域の教員を対象とした研修会（1回） ➡１回(web配信) した相談も増加してきている。公開

４ せるとともに、センター的機 わって地域の役割期待を果た ・地域の学校のニーズに応じた相談活動 ・公開授業・公開研の開催（２回） ➡１回(web配信) A 研は、オンライン配信の取組として
能として、地域の諸学校との せているか。 や特別支援教育の発信を行う。 ・地域等連絡協議会への参加（3回） ➡ 14回 多数の申し込みがあった。コロナ禍
連携を深めると共に地域のニ ・児童生徒の卒業後の生活を ・居住地校交流や地域の学校との交流を ・居住地校交流 ➡（小）44名 の中、さまざまな取組を継続してい
ーズに応じた相談活動や研修 見据え、地域での活動が進め 実施する。 ・地域主催の作品展示会への参加 ➡２回 くための ICT 活用などが今後の課題
会開催の取組を推進する。 られているか。 ・紀の国わかやま文化祭への参加（１回） ➡１回 である。


