
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
○教師間の連携を重視しながら個別
の指導計画を作成する。幼児児童生
徒が「どのように学ぶのか」の視点
から学習過程の改善を図る。
【目標】個別の指導計画目標達成指
数70％以上

教職員の取り組み指標は100％、成果指標は99％で目
標を達成することができた。新学習指導要領の理解
を深める取り組みについて、研究部と連携をとりな
がら進めた。その結果、新学習指導要領のねらいに
即して指導計画を作成し、指導に生かそうとする意
識が教師間に高まったと思われる。また、新学習指
導要領について研修をする中で、保護者と連携・協
働しながら必要な資質・能力を育むことの大切さを
再認識できたことが結果につながったと考える。

○幼児児童生徒の成長を適切に評価
し、その情報を教師間で共有するこ
とに努め、保護者にていねいに伝え
る。
【目標】保護者の教育活動満足度指
数80％以上

保護者の満足度指標は99％であった。個人懇談や通
知票、そして毎日の連絡帳等をとおして子どもの様
子や成長がよく分かるという意見が多数であった。
しかし一方で、現在の状態はよく分かるが今後の課
題についてが見えにくいという意見もあった。

○互いの個性を尊重し合う幼児児童
生徒を育てるとともに、いじめ等の
問題行動の未然防止および早期発
見・早期解決に向けた取組を行う。
【目標】いじめのない学校生活指数
90％以上

教職員の取組指標は100％、成果指標は98％であり、
目標を達成することができた。全教職員に意識が浸
透していると考えられる。成果指標で２％の教職員
が「あまりできなかった」の項目に回答していた。
心身に苦痛を感じている児童生徒に対して担任・学
部を中心に改善するよう取り組んだが、解決までに
は至っていない事例があったためと思われる。

今後も教職員全員がいじめの芽となる問題行動の未
然防止に努め、発見した場合は早期に対応をとる意
識をもち続ける。問題が発生した場合は、加害者
側・被害者側ともに聞き取りを行い原因を十分調査
した上で支援策を考え実行していく。また、いじめ
サポート委員会で意見を聞きながら検討を重ね、問
題解決に至るまで支援を継続していく。

○気がかりな幼児児童生徒の状況に
ついて、教職員間および保護者との
情報交換を密にして共通理解を図
り、迅速に対応する。
【目標】保護者の生徒指導信頼度指
数90％以上

保護者の満足度指数は98％であり、90％以上という
目標は達成できた。２％の保護者が「子どもは心身
の苦痛を感じることなく学校生活を送ることが」で
きていなかったと回答していた。保護者が気がかり
に感じている児童生徒については、担任が連絡をと
り問題解決に努めているが、保護者や児童生徒が満
足するまでには至らなかった事例があったためと思
われる。

今後も気がかりな事案があった場合、本人の気持ち
を十分に聞き取り、保護者と意思の疎通を図りなが
ら、早期解決に向けて学校全体でサポートし続けて
いく。

３
　
進
路
指
導

○幼児児童生徒の自己実現と卒業後
の進路の決定を目指し、個に合わせ
た校外学習や職場見学及び体験・作
業学習・現場実習等の体験学習や進
路学習を計画的に実施する。
【目標】将来の進路につながる学習
満足度指数90％以上

教職員の取組指標はＡＢ合わせて９８％、成果指標
もＡＢあわせて９７％、保護者の満足度指標につい
ても達成度はＡＢあわせて９５％でいずれも判定基
準を上回った。ただ、昨年度と比べると、判定基準
を１～３％下回った。保護者の評価がやや下がった
のは、昨年度の生活介護等施設の拡充を求める運動
をした後の、経過を十分に伝えられなかったことと
推測している。

かなりの成果は得られたと考えられる。特に教職員
の取組指数では、Ｂ回答が減り、Ａ回答が増えたこ
とは、今までの取り組みの成果であろうと考えられ
る。今後も具体的な取り組みを充実させていきた
い。また、教職員や保護者には、学部間の温度差が
あるようにも思われるので、高等部以外の研修もよ
り必要であろうと思われる。保護者には、現場実習
の様子、卒業後の進路先、研修会等の情報を、進路
便り等で、丁寧な情報発信をしていきたい。

○幼児児童生徒の衛生指導に取り組
み、感染防止に努める。
【目標】手洗い習慣定着指数80％以
上

教職員の取組指標は99％、成果指標は100％でともに
目標を達成した。保健指導や給食指導をとおして衛
生指導に取り組み、感染防止に関して意識づけや指
導を「適宜行った」という回答が多くを占め、十分
な成果が得られたといえる。しかし給食前の手洗い
習慣については「十分身につけさせることができ
た」と回答した割合が「おおむね身につけさせるこ
とができた」という回答よりも低いことが今後の課
題である。保護者の満足度指標は97％で、保健指導･
給食指導および啓発活動については一定の評価はさ
れているといえる。

感染防止に関する意識付けや指導は十分に行うこと
ができてはいるが、重要なことであるため引き続き
指導を続けていきたい。給食前に行う手洗いの習慣
は十分には身につけさせることができていないこと
から、来年度も継続して取り組みたい。また、給食
に限らず日々の学校生活の中でも手洗い習慣を身に
つけさせることができるように取り組んでいきた
い。

○避難訓練や防災・防犯研修等をと
おして危機管理に対する意識を高
め、より安全な学校生活を送ること
ができる環境を整える。
【目標】防災・犯研修技能習得指数
80％以上

教職員の取組指標98％、成果指標は100％で目標を達
成した。毎月安全点検を行い、校内の危険箇所を把
握するとともに、校内の安全を確保することができ
た。また保護者会の全体会では、学校安全の取り組
み状況について広報・啓発を行った。防犯研修では
警察署員の指導の下で不審者侵入時の対応やさすま
たの使い方について学んだが、報告･連絡が校内全体
に伝わりにくいという課題があった。保護者の満足
度指標は99％で、避難訓練等の安全指導について一
定の評価が得られた。

幼児児童生徒の実態や校内の教室配置等を考慮して
避難方法等を考えておく必要がある。今年度は防災
に関する研修を実施できなかったが、近年、自然災
害が多く発生していることから、来年度は関係機関
と連携して実施に向けて取り組んでいきたい。
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来年度へ向け、個別の指導計画を①幼稚部から高等
部まで一貫した指導を分かりやすくすること②各教
科等における指導内容の偏りや漏れを防ぐことをポ
イントにして見直しを行った。その際、新学習指導
要領の教科の目標や内容を「学びの地図」として利
用し、各教科の個別目標設定の際に活用できるよう
にした。これにより、今まで以上に新学習指導要領
のねらい即した指導計画、そして実際の指導へとつ
ながっていくと考えている。
また、教師一人一人が子どもの成長や今後の課題を
保護者に分かりやすく伝えられるように、教師間及
び教師と家庭との連携・協働を更に深め、組織的・
計画的な指導体制を目指していく。そのためには、
カリキュラムマネジメントの実現に努め、「主体
的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を図り、
教育水準の向上を目指していく。
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項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

平成３０年度 福井県立嶺南東特別支援学校 学校評価書

○幼児児童生徒の特性や保護者の
ニーズを踏まえ、参加しやすいＰＴ
Ａ行事の充実を図る。
【目標】保護者のＰＴＡ活動満足度
指数80％以上

今年度で取り組み指標は１００％となり、教職員へ
のPTA活動の周知は数年かけて定着したと考えられ
る。成果指標については７５％となり、昨年度より
約１０％上昇したものの、目標の８０％を若干下
回った。これは、今年「PTA主催行事に参加」に加え
て「協力」という文言を加えたものの、アンケート
に該当する状況になかった対象者が含まれていたた
めと考えられる。満足度指数は８９％で、学校と保
護者が協力しながらおおむね参加しやすいPTA活動を
行うことができたと考えられる。一方で、「あまり
満足できなかった」と回答する保護者が１０％もい
るため、参加しやすいよう配慮していく必要がある
と考えられる。

引き続き全教職員にPTA活動について情報が伝わるよ
うに努める。成果指標においては、評価者を教員の
みにし、参加または協力を呼びかけ、円滑にPTAの事
業を行うことができるようにしていく。また、保護
者がPTA活動に参加しやすいよう行事や委員会等の時
間帯・日程の設定等についても検討していく。

○居住地校交流や学校間交流等の地
域交流において事前・事後学習の充実
を図る。
【目標】幼児児童生徒の交流及び共同
学習満足度指数80％以上

取組指標・成果指標ともに９６％であった。これは
教職員がおおよそ交流及び共同学習の意義をよく理
解し、一人一人の児童生徒の実態にそって合理的配
慮のもとに交流活動を計画し、事前・事後学習を含
めた実践ができたと考えられる。満足度指数も９
７％と高かった。これは、相手校との手紙の交換や
連絡帳・学級通信・ホームページ・広報等あらゆる
手段で家庭に知らせたこと、交流の内容が分かるよ
う記事を掲載したことで、保護者も子どもの交流活
動に関心をもってくれたのではないかと考えられ
る。

有意義な交流活動となるよう、交流関係者（相手・
保護者・学校）と連絡・調整を図り、幼児児童生徒
の実態に合った事前・事後学習・交流活動を充実さ
せていく。また、交流後は引き続き保護者に児童生
徒の交流の様子等について十分伝わるように努め
る。

６
　
研
究
・
研
修

○研究会等を実施し、主体的・対話
的で深い学びを実現させる授業・活
動づくりの指導計画を立案し、「特
別支援学校教育要領・学習指導要領
（平成29年4月公示）」の内容につ
いて理解を図る。
○クロスセッション等、実践を語る
機会を設定し情報の共有化を図ると
ともに教職員個々の指導力の向上に
繋げる。
【目標】授業改善目標達成指数80％
以上

研究会への参加について、ＡまたはＢと回答した割
合が93.4％と目標を上回った。また、新学習指導要
領に基づく本校における研究の方向性について、Ａ
またはＢと回答した割合が94.8％と高かった。これ
らのことから、ほとんどの教員が研究会に参加し、
本校の研究の方向性を理解できたと考える。成果指
標については、Ａと回答した割合が８８％であり、
目標を達成した。しかし、新学習指導要領に基づく
指導計画を立案しても学部（またはグループ）内で
検討していないとする回答が12％あったことから、
検討を促していく必要があると考える。満足度指標
については、ＡまたはＢと回答した割合が96.2％で
あり、目標を達成した。個に応じた指導助言をさら
に充実できるように、教員の専門性を高める研修の
企画・実施が望まれる。

主体的・対話的で深い学びを実現させる授業・活動
づくりを推進していくために、次年度は今年度に獲
得した新学習指導要領に基づく指導計画に関する知
識を活用して、授業実践と学部等の授業研究会を継
続して行い、指導計画の妥当性を高めていく。他学
部の研究授業や授業研究会にも参加できるように、
授業研究会時に他の会議を入れないこと、各学部で
授業等に配慮することを引き続き要望していく。

○個別の教育支援計画の支援シート
を活用して保護者との共通理解を深
め、学部内においても情報共有しな
がら支援を充実させる。
【目標】個別の教育支援計画目標達
成90%以上

教員の取組指標は98.7％、成果指標は97.4％と高い
値で目標を達成し、十分に成果があったといえる。
しかし、取組指標において「全くできなかった」と
いう回答が１件、成果指標においては「あまりでき
なかった」という回答が２件あった。少数ではある
が十分に取り組めていないことは非常に残念な結果
である。また、保護者の満足度指数は97.5％で目標
を達成した。担任教員が各保護者と丁寧な話し合い
を心がけた結果だと考える。しかし「あまりできな
かった」という回答が２件あった。回答理由は不明
だが、支援方法の内容等をどの家庭にも分かりやす
く伝えていくことが課題としてあげられる。

支援シートを活用して支援内容を明確化し充実させ
ることを目標とする取り組みについては十分な成果
がみられたため、来年度も引き続き取り組んでい
く。しかし、少数であっても教員の取り組みに不十
分さがみられた。教育相談部から全教員に、情報共
有・共通理解の大切さを再度伝える必要がある。ま
た、保護者に対し、個別の教育支援計画は年４回保
護者会等で提示して、その都度支援内容を確認、検
討するようにしている。保護者会に欠席した家庭に
対しても共通理解を図れるような場を設定し、支援
内容をしっかり伝えていくことが必要である。

○地域における特別支援教育のセン
ター的機能の充実を図る。
【目標】巡回相談満足度90%以上

特別支援教育コーディネーターの取組指標、成果指
標は、ともに目標を達成した。相談ニーズを的確に
捉えて支援方法を提供するだけでなく、今年度から
特別支援学級新任担当教員（新特担）研修を通して
地域の新特担と関わりがもて、アドバイス、フォ
ロー等を行うことができた。これも特別支援教育の
センター的機能の役割を果たせた一つだと思う。ま
た、相談先の満足度指数は100％であった。高校から
の相談も多くなったり、相談件数が現段階で前年度
より増えたりしていることからも、我々が果たす役
割の重要性を感じる。今後の巡回相談においても関
係機関と連携を図りながら、ニーズに応じた支援方
法の提供を心がけていきたい。

地域の特別支援教育のセンター的機能という点でみ
ると、今年度は保育園の相談が少なかった。年度末
に行う年中児の行動観察から、来年度に向けての定
期的な関わりに繋げていけるよう働きかける。今
後、通級指導担当者との繋がりを深め、相互に連携
できるような体制づくりに努める。、あた、現在関
わっている相談については、次年度になって途切れ
ることのないよう、現段階から継続的な支援の大切
さを相談先に伝えていく。引き続き気軽に相談でき
る体制づくりや丁寧なフォローを心がける。
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８
　
情
報
管
理

○教職員や児童生徒に対する研修を
行ったり保護者への情報提供を進め
たりすることで情報セキュリティに
対する意識向上を図る。
○設備の充実を図り、安全で快適な
情報環境の整備を進める。
○教育活動や校務、家庭や地域への
情報発信における情報資産の活用を
推進しつつ業務の効率化を図る。
【目標】情報セキュリティ遵守指数
100％

情報資産を活用した教育的効果や校務等の効率を高
めることについては97％を示し、それぞれ目標を達
成することができた。継続して校内における情報セ
キュリティ研修を行ったり、文書や教材等の共有を
図ったりという取組みが効果を上げていると考え
る。
ただ情報セキュリティーポリシーの遵守（教員・寄
宿舎指導員対象）については「遵守していない」と
回答した教員がいたため確認したところ、評価の観
点が分かりづらいのではないかと思われた。補足説
明を加えることを検討したい。
保護者を対象とした満足度指標は100％で、学校の情
報保護対策に対して昨年度よりさらに高い満足度を
得ることができた。特に昨年度指摘された刊行物の
内容について、吟味および改善を図った成果が表れ
たと思われる。

・引き続きセキュリティに関する研修や、ネット
ワークや子どもを取り巻く情報環境に関する研修、
学習指導や校務によく用いられるアプリケーション
の研修などを実施する。
・情報管理部員一人一人の知識と技能を高め、各職
員室においてセキュリティの厳格化を呼びかける。
・評価の観点について、補足説明を加える。
・必要に応じて、児童生徒および保護者向けの刊行
物内容について見直しを図る。

○発達段階に応じて寄宿舎生自らが
グループ活動や行事を計画し実行で
きるよう支援の方法を工夫し、自発
的に行動できるよう環境を整える。
【目標】寄宿舎生満足度80％以上

指導員の取組目標は100％、成果指標は91％だった。
いずれも目標を達成した。寄宿舎の活動や生活にお
いて、児童生徒が自ら意思を発信する姿、自ら行動
する姿、他児や指導員と協力する姿を引き出すた
め、個々の実態に応じた支援方法を工夫できた成果
といえる。今後も児童生徒が有意義な寄宿舎生活を
送れるよう、自分と関わる人に自ら意思を発信し協
力できるコミュニケーション力を養う支援方法を模
索していく。

児童生徒個々の実態把握から寄宿舎の活動や生活の
どの場面で意思を表現し人と協力できると、活動や
生活がより充実するかを模索した。今後も集団生活
の利点を生かしコミュニケーション力を養うととも
に、個々への支援方法を工夫し「自ら考える力」の
育成に努めていく。

○保護者や担任との連絡を密にし、
共通理解の下で具体的な支援や指導
方法を共有する。
【目標】寄宿舎生保護者の満足度指
数80％以上

満足度指標は保護者対象が100％、教職員対象が92％
であった。その結果から、家庭では「寄宿舎の経験
を家庭生活で役立てること」ができているが、教職
員との連携は８％が不十分という結果だった。今後
は保護者との連絡を密にするとともに、教職員との
情報や支援方法の共有について更に工夫していきた
い。

今後も担任、保護者との連絡帳を通して日々の様子
を伝えるとともに学舎連絡会や保護者会等のあり
方・内容について検討し、より効率的な情報交換、
支援内容の共有に努める。共有した情報、支援内容
を元に寄宿舎生活の経験が他の場面でも生かされる
よう効果的な支援方法を検討する。また、掲示板等
により、舎の活動や行事等の情報の発信方法を工夫
する。

９
　
寄
宿
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