
    

 

令和２年度学校評価 最終評価 

 
１ 自己評価結果等 

本年

度の

重点

目標 

(1) ニーズに応じた教育内容の充実 

(2) キャリア教育の充実 

(3) 視覚障害教育の専門性の向上 

(4) 相談体制の充実 

(5) 関係機関との連携 

(6) 防犯・防災計画の整備 

(7) 勤務時間の適正な管理及び長時間労働による健康障害防止 

担当 重点目標 具体的方策 評価結果と課題 

幼
稚
部 

集団活動にお

ける、実態が異

なる幼児への指

導実践 

視覚障害の状況や実態把握

を専門的な視点で行い、教職

員間で共通理解を図りながら

進める。 

「音楽リズム」で、目標が異

なる幼児が同じ活動に取り組む

際に、活動内容の設定や支援に

ついて、教職員間で話し合いを

重ね、一人一人の目標を達成す

ることができた。 

小
学
部 

主要教科の教

材づくりや合わ

せた指導の学習

内容の見直しを

通して、視覚障

害教育の専門性

を高める 

児童一人一人の見え方に応

じた学習プリント等の教材や

評価教材を作成する。 

教員が連携して課題を作成

し、個に応じた学習プリントを

作成することができた。点訳し

た評価教材を、形式を統一する

方向で、共通認識を図りながら

作成することができた。 

視覚障害の特性を考慮した

生活単元学習の指導が系統的

にできるように、指導内容と

手立てを見直す。 

生活単元学習と各教科の内容

を関連づけて年間指導計画を見

直した。次年度は、実践を通し

て加筆・修正を加える一方で、

行事に関わる内容を検討する。 

中
学
部 

社会自立を目

指した学習指

導、キャリア教

育の充実 

 

生徒一人一人の実態や障害

の状況に応じた指導方法を工

夫する。 

 

担任を中心に生徒の実態把握

を行い、個別の指導計画を作成

した。そのうえで各教科や自立

活動等の担当者間で情報を共有

し、個に合わせた教材教具を工

夫し、指導を行い、一人一人の

目標を達成することができた。 

重複障害や多様な障害の生

徒に対して、障害の状況に応

じた支援ができるように複数

の教科等で連携を図りながら

教材の準備や指導にあたる。 

作業学習や生活単元学習、自

立活動等、指導者間で指導内容

を共有し、連携を図り一貫した

指導を行った。校内実習で全員

が出来高を伸ばすことができた｡ 

高
等
部 

新学習指導要

領に基づいたキ

ャリア教育の推

進 

生徒の障害の状態・特性、

ニーズに応じた体験活動及び

実習等を通して、キャリア教

育の推進を図る。 

進路希望調査や個別懇談等の

情報を基に生徒の特性や保護者

のニーズを把握し、産業現場等

における実習や就業体験などを

実施した。コロナウイルス感染

拡大時には計画通りに実施でき

ないことがあった。来年度は実

施できない場合の代替案につい



    

 

ても当初から検討していけると

よい。 

各学科におけ

る進路指導の充

実 

産業現場等における実習や

理療科の校外実習について部

会や科会で情報提供を行うこ

とで高等部全体での共通理解

を図り、適切な運用を行う。 

科会で十分に検討した実習計

画や結果報告を部会で共有する

ことで、高等部全体の共通認識

を醸成し、適切な運用、情報共

有に繋げることができた。 

教
務
部 

新学習指導要

領実施を踏まえ

た授業改善を行

う。 

教科横断的視点をもって授

業の計画､実践､改善を行う。 

生活単元学習の単元ごとに各

教科の目標・内容の扱いを分け

ることができた。日常生活の指

導も同様に行ったり、段階別に

整理したりすることが課題。 

３観点の評価について他学部

へ情報提供することができた。 

新学習指導要

領の全面実施に

向けて教育課程

の見直し改善を

通して必要な諸

帳簿の様式を検

討・作成する。 

各部で、学習指導要領改訂

の要点や育成を目指す資質・

能力の「三つの柱」などの共

通理解を図った上で、実際の

運用に適した様式や活用方法

を検討していく。 

新学習指導要領の「三つの

柱」を基に各教科における評価
の観点の趣旨を共通理解した。 
諸帳簿の様式については、継

続して検討・作成する。 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
部 

読書活動の推

進 

 

図書の適切な廃棄・更新を

して児童生徒の学びの場とし

ての環境を整える。 

図書の適切な廃棄を行った。

長寿命化工事後に本棚を整理

し、ゆとりある机のレイアウト

に変更して環境を整えた。来年

度蔵書検索の利便性を高める仕

組みを整える。 

タブレット端

末の利用推進 

ＰＤＦ版拡大図書を必要と

している校内・校外生徒への

配布の仕方を整える。 

希望生徒（中学部生徒、小学

部児童）にＰＤＦ版拡大図書の

利用環境を整え導入した。来年

度は、ＩＣＴ機器を活用した授

業実践について研修を行う。 

保護者、教員向けにＩＣＴ

機器の使用講習を実施する。 

教員向けのＺｏｏｍの講習会

を行った。保護者向けにＺｏｏ

ｍの設定方法を配布し、接続の

確認をした。新型コロナ感染症

のため研修を行う機会が持てな

かった。研修方法の検討を行う｡ 

教
育
支
援
部 

自立活動に関

する研修の充実 

視覚障害教育専門講座を通

年に渡って実施し、校内外の

視覚障害教育担当者に対し、

基本的な内容やより高い専門

性の習得を促す。 

これまで行ってきた「部別

研究」を「自立活動研究」と

して実施し、自立活動の指導

内容を系統的に整理した一覧

を作成する。 

視覚障害教育専門講座を４月

と 12月に実施し、校外からも多

くの参加者があった。12 月の講

座では弱視指導に関する動画の

作成とアップロード、情報交換

会のリモートでの実施など、新

たな取組を行い、コロナ禍で実

施可能な研修のスタイルを模索

する良い経験となった。 

「自立活動研究」では各グル

ープの活動の中で学部を超えて



    

 

系統的に指導することの大切

さ、発達段階に応じて指導内容

を吟味することの重要さを再認

識することができた。グループ

によって進捗状況は異なるが、

来年度以降、「自立活動学習内容

一覧」の完成を目指して活動を

継続する。 

進
路
指
導
部 

進路だよりの

発行や保護者向

け講演会、進路

の個別相談を実

施し、個々の年

齢に応じたキャ

リア形成に対す

る意識を高める｡ 

新規企画の相談会や座談会

では保護者のニーズを感じて

おり、他の進路行事も含め、

キャリア意識形成を促進でき

た。 

今年度新しく企画した取組等を

通して特に保護者との進路に関す

る目標（ビジョン）の共有を促進

することができた。来年度に向

け、保護者にアンケートを実施中

であり、結果を保護者・職員と共

有していく｡ 

生
徒
指
導
部 

問題行動やい

じめ等の早期発

見、早期対応 

幼児児童生徒の生徒指導上

の問題点について職員間で共

通理解を図る。 

「こころとからだのアンケ

ート」を実施、いじめや悩み

に対して早期発見・早期対応

に努める。 

各部で職員間の情報共有を図

り、共通理解のもと対応するこ

とができた。スクールカウンセ

ラーを活用する等適宜対応し

た。部会等で集計内容について

共通理解を図り、生徒指導に役

立てた。 

防犯・防災へ

の意識向上と体

制の整備充実 

日々の防災教育や避難訓練

等を通して防犯意識を高め

る。職員の防犯・防災体制へ

の共通理解及び意識向上を図

る。 

感染症対策のため、それぞれ

の訓練内容を縮小して実施した

が、幼児児童生徒の動きや職員

の初動等の基本を押さえること

ができた。 

SNSやネット等、多様化す

る犯罪に対して、防犯意識を

高める。 

高等部普通科生徒向けにイン

ターネットの安心・安全な利用

の仕方についての研修会を実施

し、情報モラルの意識向上を図

ることができた。 

保
健
体
育
部 

 生活習慣病予

防に向けた生活

改善指導の実践 

 自立活動や体育の授業など

を通して実践し、保健だより

や掲示物を通して周知、啓発

する。 

 健康相談を行った生徒には発

言や行動に変化があり、結果と

して現れた。他の生徒からも

「知りたい」という希望が出る

等の効果があった。 

 感染症予防対

策の実施 

 幼児児童生徒職員の意識を

向上させ知識を増やし、それ

ぞれが適切に対応できるよう

にする。学校医や学校薬剤師

等に相談し、適切な対応を検

討、実施する。 

 学校医や学校薬剤師に聞いた

内容はできるだけ全体に周知し

た。風邪をひいた児童生徒は複

数名いたが、感染症の流行に至

ることはなかった。保護者・職

員が連携し適切に対応できた。 

広
報
・
渉
外
部 

業務内容を共
有し、省力化に
向けて検討を行
う。 

各分掌の連絡用に連絡ボー
ドを設置し、職員間で情報の
共有が図れるようにする。 

各分掌から発信されている情
報が掲示してあることによって、
一括で閲覧でき、業務の時間短縮
に繋がることが分かった。次年度
もさらに仕事の効率化につなが
る視点で発信を続けていきたい。 



    

 

寮
務
部 

寄宿舎生活支

援の向上 

舎生の実態把握や支援方法

について指導員間で共通理解

を図りながら進める。 

 

定期的にフロア会を行ったこ

とで舎生の生活支援について、

共通理解を図ることができた。

また、舎生の実態に応じて、事例

検討会を行い、生活支援の向上

に努めた。 

緊急対応や防

犯、防災体制の

充実 

緊急対応や防犯、防災体制

についての職員研修を行い、

職員の意識向上を図る。 

 

緊急時対応や嘔吐処理対応に

ついての職員研修を行った。宿

直時には、舎監と非常マニュア

ルを確認し、危機管理について

日常から意識することができ

た。 

理
療
部 

視覚障害を踏

まえた基礎学

力・生活技能の

向上を目指す支

援の充実 

拡大読書器や録音機器の操

作方法、白杖を使っての歩行

の仕方、点字の読み書き、パ

ソコンの操作方法などの必要

性について助言、支援を行

う。 

担任が生徒全員と個別面談を

行った。担任と教育支援部、Ｉ

ＣＴ支援部が協力し合い、具体

的な指導、助言を行った。 

学校関係者評価を実施

する主な項目 

・キャリア教育の充実 

・相談体制の充実 

・視覚障害教育の専門性の向上 

・勤務時間の適正な管理及び長時間労働による健康障害防止 

   

２ 学校関係者評価結果 

学校関係者評価を実施
した主な評価項目 

・キャリア教育の充実 
・相談体制の充実 
・視覚障害教育の専門性の向上 

・勤務時間の適正な管理及び長時間労働による健康障害防止 

自己評価結果について 

・キャリア教育の充実に向け、児童生徒の実態に合わせた多様
な体験機会を設けた。 

・児童生徒の指導上の情報共有や早期発見、早期対応に心掛け

た。 
・視覚障害教育専門講座を実施し、校内外の視覚障害教育担当
者への研修や情報発信を行った。 

・教職員の勤務時間低減のため分掌を改編し、業務内容の精選
を行った。終業時刻を明示し、月２回と長期休業中は定時退
校日を設けた。 

今後の改善方策について ・ICT教育に関する現状と課題の整理 

その他（学校関係者評価
委員から出された主な
意見、要望） 

・コロナ禍で幼児児童生徒のニーズに合わせた教育が行われ

た。 
・あん摩マッサージ指圧師以外の分野を充実させてほしい。 
・ICT教育の充実を図ってほしい。 
・外部機関と連携し、学習に有益な情報共有を図ってほしい。 

学校関係者評価委員会

の構成及び評価時期 
・学校評議員５名（ＰＴＡ会長を含む）により２月に実施 

 

 


