
    

 

令和３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 

キャリア教育

の視点にたった

集団遊びの実践 

発達段階が異なる幼児そ

れぞれが主体的に活動でき

るように、内容や手立てを

工夫しながら取り組む。 

一人一人の発達段階を把握す

る。 

活動の前後に検討時間を設け、

職員間で共通理解を図る。 

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 

これまでに作成した学習

プリントや評価教材の見直

しをする。共通理解を図り

ながら、新しく教材を作成

する。 

一人一人の見え方を把握する。 

テストの点訳方法を共有する。 

指導法を共有する。 

生活単元学習と各教科

（生活・国語・算数）の内

容を関連づけた年間指導計

画を作成する。 

昨年度作成したものに、実践を

通して加筆・修正を加える。ま

た、行事に関わる内容についても

検討し、追記する。 

中
学
部 

生徒一人一人

の視覚障害の状

況や実態に応じ

た学習指導の充

実を図るととも

に視覚障害教育

の専門性を高め

る 

生徒一人一人の視覚障害

の状況や実態を適確に把握

し、指導方法を工夫する。 

生徒に還元することで、社会自

立に向けた生活に生きる力を身に

付けることができるようにする。 

教科や合わせた指導、自

立活動等、指導者間で連携

を図り、教材の準備や指導

を進める。 

指導者間で指導内容や指導方法

について共有し、共通理解を図り

ながら一貫した指導を行う。 

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、一

人一人のもてる力を伸ば

し、学力、生活力と職業能

力を養う。 

地域の関係機関と綿密な連携を

取り、個々の実態やニーズを的確

にとらえ、必要な時期に必要な体

験活動や実習を行う。 

授業力・専門

性の向上 

生徒一人一人の障害の状

態や学びの特性に配慮しな

がら、必要な指導課題を考

え、効果的な授業づくりに

努める。 

生徒個々の学習状況等を職員間

で共有することで、より効果的な

指導を目指す。 



    

 

教
務
部 

学びを止めな

い学習支援体制

の構築と実践・改

善を行う。 

刻々と変化する感染状況

の中で、できるだけ学習内

容を保障できるように、地

域の感染レベルや「新しい

生活様式」を踏まえた行動

基準を細分化し、明示でき

るように検討する。 

授業にＩＣＴ機器を利活

用し、事例を収集すること

で、ＧＩＧＡスクール構想

における「ＩＣＴ活用」に向

けた取組を行うと同時に、

オンラインでの学習支援の

方法を検討する。 

現在行っている学校内での感染

症対策を続けた上で、特に実技教

科・科目での行動指標を検討し、

実際の授業での取組を保体部等と

連携して評価し、実効性のあるも

のに改善する。 

従来からＩＣＴ機器を利活用し

ている授業など、できるところか

ら始め、指導内容・方法などを記

録して事例を集め、周知する。特

に ICT支援部と連携する。 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
部 

読書活動の推

進 

蔵書検索の利便性を向上

させ、児童生徒の読書への

意欲関心を高める。 

書名などが一覧できるデータを

作成し、児童生徒職員が自由に検

索可能な環境を検討する。 

ICT機器の利用

推進 

ＰＤＦ版拡大読書を必要

としている校内・外生徒へ

の利用を推進する。 

校内外での端末の利用ルールを

整備し、持ち帰りを含めた利用を

推進する。 

新規導入された ICT機器

の活用方法について研修を

進める。 

ＧＩＧＡスクール端末、大型デ

ィスプレイ、３Ｄプリンターの操

作方法や活用方法について周知を

図り、学習に生かす。 

教
育
支
援
部 

地域の視覚障

害教育担当者を

交えた研修の充

実 

視覚障害教育専門研修会

について、オンラインでの

実施に切り替えたり、動画

を撮影して活用できるよう

にしたりして、校内外の視

覚障害教育担当者が参加し

やすい環境を作る。 

名古屋視覚障害研究会・

情報交換会を再開し、地域

の視覚障害教育担当者も広

く参加できるような形にす

る。 

講師や担当者がＺｏｏｍの活用

スキルや動画の撮影技術を身に付

け、より良い内容を提供できるよ

うにする。 

オンラインでの実施を併用する

とともに、研究会のテーマとして

より身近な内容や事例検討などを

取り入れ、より多くの視覚障害教

育担当者が参加しやすい環境を作

る。 

 

進
路
指
導
部 

児童生徒・保護

者・職員が目標

（ビジョン）を共

有し、キャリア教

育・就労支援の充

昨年企画した個別進路相

談会や進路座談会を改善し

ながら実施し、それぞれの

発達段階に応じたキャリア

形成に対する意識を高める

家庭が主体的に我が子のキャリ

ア形成に向き合うことができるよ

う計画する。またＩＣＴ支援部や

教育支援部などと連携・協力をし

ながら情報を共有する。 



    

 

実を目指す とともに職員ともその情報

を共有する。また、図書室

と連携し、多くの人がアク

セスしやすい進路コーナー

を作る。 

生
徒
指
導
部 

問題行動やい

じめ等の早期発

見、早期対応 

生徒指導部会で各部の生

徒情報の交換の場を設け、

生徒指導上の問題点につい

て共通理解を図る。 

必要に応じて、指導体制や支援

体制を整えられるように、管理職

や各部、分掌、担任、関係機関と

連携を図る。 

防犯・防災へ

の意識向上と体

制の整備充実 

幼児児童生徒の通学経路

をまとめ、警報が出た時、

不審者情報が入った時に迅

速な対応ができるようにす

る。 

まとめたデータの操作を管理職

や生徒指導部の職員などと共有す

る。また、次年度へのデータの更

新をしやすくする。 

保
健
体
育
部 

感染症予防対

策の周知徹底 

新型コロナウイルス感染

症等感染症に対し、適切な

予防対策への知識理解を図

れるように周知する。 

県からの情報収集、学校医から

の助言等を集約し、本校における

最新のガイドラインを提供できる

ようにする。 

安心安全な給

食の提供 

幼児児童生徒及び職員の

給食をはじめとする食への

安全意識の向上を図る。 

アレルギー対応幼児児童生徒に

対し、配膳等適切に行う。 

食缶を取りに行くとき、配膳時

においてエプロン、マスク、三角

巾等の適切な着用を徹底する。 

生活習慣病予

防に向けた生活

改善指導の実践 

健康相談の実施や保健だ

より等の配付物、掲示物に

よる啓発活動を行う。 

自立活動や学級活動、体育の授

業等で周知・啓発の協力を求めて

いく。 

健康相談がしやすい環境づくり

に努める。 

広
報
・
渉
外

部 
業務の省力化

および効率化を

目指す。 

担当している業務につい

て、分掌内での非効率な点

を探り、検討を諮る。 

改善案について、全校で周知が

必要な場合は、各分掌に連絡し相

談を重ねながら推し進めていく。 

寮
務
部 

寄宿舎生活支

援の向上 

舎生指導・相談

体制の充実 

生活支援計画の内容を指

導員間で共通認識し、一貫

性のある支援、指導に努め

る。 

定期的に舎生の情報交換

を図るとともに、フロア会

や事例検討会を行う。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。 

担任や関係職員と連携を図り、

情報の共有をする。また、定期的

に保護者と面談を行い、家庭、寄

宿舎で一貫した生活支援ができる

よう努める。 



    

 

職員研修を通じて、生活

指導の専門性向上を図る。 

校内外の研修に積極的に参加

し、他職員にフィードバックする

機会を設ける。 

理
療
部 

理療分野にお

ける職業自立に

必要なキャリア

教育の推進 

生徒が 理療師の心得を

習得できるようにするた

め、模擬患者を対象とした

医療面接を計画する。また

臨床実習において外来者等

との接遇を数多く体験でき

るようにする。 

病態把握に必要な知識を生徒が

習得できるように支援する。加え

て施術対象者に対し共感的、支持

的、傾聴的態度で接することがで

きるように助言する。 

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 

・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 

 


