
    

 

３ 本年度の学校評価 

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 留意事項 

幼
稚
部 

・実態に即した食

事指導の実践 

・実態把握及び指導方法の検討

を継続的に行い、指導者間で共

通理解を図りながら進める。 

・発達段階に即した食事指導を基本

にして、偏食や食物アレルギー、食

形態等の個別の実態に配慮する。 

小
学
部 

・視覚障害教育の

専門性を基盤とし

た授業の実践 

・部別研究等の時間を活用し、

視覚障害教育に関する知識、技

能を高めるための研修を行う。 

・授業に直結する具体的で実践的な

研修を積み上げる。 

・授業を参観したり、事前事後

の検討をしたりして授業力の向

上に努める。 

・授業について複数の教員で検討す

る機会を多く設ける。 

中
学
部 

・社会自立を目指

した学習指導、進

路指導の充実 

・一人一人の実態や障害の状況

に応じた指導方法を工夫し、自

己学習力を高める授業を実施す

る。 

・学習内容や評価方法等の検討を行

い、指導者間の連携を深め、個々の

生徒への一貫した指導ができるよう

にする。 

・一人一人の実態を踏まえ、社

会自立を目指した自立活動や作

業学習等の授業を展開する。 

・補助具の扱い方や学習方法等を身

に付け、活用できるようにする。 

・実態に応じた作業学習や校内実習

の内容を検討し、一層充実させる。 

・主体的に取り組

み、積極的に参加

できる学習活動の

展開 

・行事の計画や準備等を通して

生き生きと活動ができるように

支援する。 

・生徒会活動や各行事に向けての学

習において、生徒自身が考え、意見

を出し合い、お互いに協力できる場

面を多く設けるようにする。 

高
等
部 

・個別の教育支援

計画に基づいたキ 

ャリア教育の充実 

・教育課程や本人、保護者のニ

ーズに応じた体験活動や実習等

を通してキャリア教育の推進を

図る。 

・学習指導要領に照らし合わせ、必

要な時期に必要な体験活動や実習を

行うことで、それぞれの教育課程に

おいてキャリア教育の充実を図る。 

・各学科における

進路指導の充実 

・普通科の産業現場等における

実習や保健理療科及び専攻科の

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

部全体で共通理解を図り、適切

な運用を行う。 

・進路指導部を中心に、本人、保護

者のニーズに応じた実習や体験活動

に、部全体の共通理解の基で取り組

み、進路指導の充実を目指す。 

教
務
部 

・新学習指導要領

に対応した個別の

指導計画の見直し 

・各教科及び各教科等を合わせ

た指導の指導内容を見直し、新

学習指導要領に対応したものと

する。 

・新学習指導要領について周知し、

個別の指導計画の内容を見直し、評

価や気づいたことなどを次に生かせ

るように記載例を提示する。 

・授業力の向上の

ための授業参観及

び指導案における

評価基準の記載の

見直し 

・指導案の改良及び指導者間で

の授業参観などを奨励し、授業

力の向上を図る。 

・指導案の目標及び評価の欄に評価

基準が分かるように記述する。 

・外国語活動や「特別の教科道徳」

など新学習指導要領に対応できるよ

うに、教材研究や授業参観を行う。 



    

 

部  

 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
部 

・タブレット端末

の利用推進 

・教科書デジタル活用について

教職員を対象とした、視覚障害

の程度に応じた講習会を実施す

る。 

・できるだけ多くの教職員が参加で

きるように、日程を調整して計画す

る。 

・教科書デジタルデータの研究に関

する最新情報を伝達する。 

・各教科会と連携し、タブレッ

ト端末を活用できる内容を考え

る。 

・各教科担当者に各種アプリの紹介

をする。 

・読書活動の推進 ・購入希望図書アンケート、本

の紹介を行い、読書週間（３週

間程度）を設ける。 

・年間２回の図書だよりの発行（初

夏の号・秋の号）や、推奨本や新刊

の本の情報提供を行う。 

・図書室の整備を行い、点訳デ

ータの整理並びにサピエの利用

を進める。 

・ボランティアに点訳を依頼する図

書について精選する。 

研
究
整
理 

自
立
活
動 

 

・ＡＤＬ指導の充

実 

･「ＡＤＬの指導チェックリス

ト」を整理し、全教職員が活用

できる様式にする。 

・前年度に教職員から収集した意見

を整理し寮務部と連携しながら、一

般就労や大学等への進学を目指す児

童生徒にも活用できるリストを作成

する。 

進
路
指
導
部 

・校内外の連携支

援体制を整え、一

人一人の児童生徒

に応じた進路支援

の強化 

・卒業後の具体的な進路に向け

各段階での課題に計画的に取り

組めるように、進路情報が本人

や保護者に効果的に伝わる方法

を検討・実施する。 

・各部の部だよりや昇降口の掲示板

などを活用し、情報の周知し関心を

持てるような方法を検討・実施す

る。 

・個々の児童生徒及び保護者の

ニーズに基づき、進路開拓、校

外での理解を促進する。  

・進路希望調査を実施し、個々の進

路希望に関する情報提供に努める。 

・企業への進路開拓、職場実習及び

見学、進学並びに就職相談を実施す

る。 

・卒業後における問題点や課題

を把握することで、在校生の進

路指導に活用する。  

・就職先、進学先での卒業生、修了

生の状況を把握するとともに、在校

生の進路指導においてそれらの情報

を活用する。  

生
徒
指
導
部 

・いじめ等の早期

発見 

・幼児児童生徒の課題や問題点

を指導者間で共通理解を図る。 

・課題や問題点に応じて生徒指導部

で情報を共有し、指導を進める。 

・「こころとからだのアンケー

ト」を実施する。 

・生活指導委員会で個別の問題につ

いて検討する。 

・災害や犯罪被害

への意識を高め、

防災、防犯への共

通理解の促進 

・大規模災害を想定した避難訓

練の実施等の防災教育を通して

実践的な知識と態度を養う。 

・地震や火災を想定した避難訓練を

実施し、避難経路の確認や実際場面

での行動などを確認する。 

・犯罪等の危険事物への意識を

高め、防犯対策の大切さを知ら

せる。 

・不審者情報について、該当地域の

生徒、保護者へ周知する。 

保
健
体
育
部 

・健康に配慮を要

する幼児児童生徒

の校内における対

応の整備及び実施 

・各委員会において対応を検討

し、実施する。 

・各委員会で個々に応じた対応を検

討し適切に実施できるようにする。 

・教職員の緊急時の対応への意

識の向上を図る。 

・現職研修を通して備品の場所や教

職員の動きを再確認し、緊急時に適

切に対応できるように周知徹底す

る。 



    

 

・安全な給食の提

供 

・食への安全意識の向上を推進

する。 

・運搬や配膳時の衛生に対する意識

の向上を図られるように方法等を周

知し、安全な給食を提供できるよう

にする。 

広
報
・
渉
外
部 

・要覧等の外部向

け情報の内容の更

新による充実 

・学校要覧の古い写真等の情報

を差し替えるなど、内容の検討

を行う。 

・他の校務分掌との連携・情報交換

を行いながら、情報発信を行う。 

・ＰＴＡ活動の推

進 

・ＰＴＡ各委員会の組織に合わ

せて、主体的に活動できるＰＴ

Ａ活動の見直しを図る。 

・主体的に取り組められるように４

つの委員会が役割を分担し、多数の

会員の参加ができるように工夫しな

がらＰＴＡ活動を進めていく。 

地
域
支
援
部 

・地域支援の充実 ・地域の教員に対する研修会等

を実施し、指導力の向上や弱視

学級間の連携の充実を図る。 

・弱視学級担当年数に応じて、基礎

的な内容と発展的な内容とを行える

よう研修会の講義内容を工夫する。 

・盲学校の教育に

ついて理解啓発の

促進 

・夏季休業中にオープンキャン

パスを開催し、コーナー企画や

展示コーナー、相談会などを実

施する。 

・小中学校等に案内を配付し、視覚

障害のある児童生徒、その保護者、

学校関係者等へ参加を促す。 

研
修
部 

・充実した現職研

修の実施 

・年間を通して計画的に現職研

修を実施する。 

・全校研修や部別研究を計画的に実

施し、教職員間で指導上の問題点を

共有するとともに専門性の向上を図

る。 

・新転任者講習、夏季休業中の

研修講座を実施する。 

・新転任者講習や夏季休業中の研修

講座では、教職員が講師となり、校

内での専門性の維持継承を促す。 

寮
務
部 

・寄宿舎生活支援

の向上 

・「ＡＤＬの指導チェックリス

ト」を定期的に確認することで

課題を把握し、舎生の実態に応

じた個別の生活支援計画を作成

する。 

・担任や関係職員、保護者との連携

を図り情報の共有をする。家庭、学

校、寄宿舎で一貫した生活支援がで

きるように努める。 

・研修を通して、生活指導の専

門性の向上を図る。 

・研修部と連携を図り、多くの教職

員間で意見交換できる研修会を開催

する。 

・傷病者発生時の

緊急対応や防犯、

防災体制の整備 

・傷病者発生時の緊急時対応訓

練や防犯、防災訓練を実施する

とともに研修も行い、職員の意

識向上を図る。 

・宿直時における連絡会や日々の業

務の中で、緊急時や災害時の対応に

ついて共通理解を図る。訓練を通し

て安心、安全な寄宿舎運営ができる

ように体制を整備する。 

理
療
部 

・理療分野におけ

る就職先の拡充 

・修了学年及び２年生の就職希

望を踏まえて、企業や事業所の

情報を収集し、多様な方法で理

療師を雇用することの有効性を

伝える。 

・企業や事業所が求めている情報を

文書や電話、訪問等によって伝え、

生徒の技術等に関して深い理解を得

られるようにする。 

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 

・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 

 


