
○「学びの地図」を活用し、
新学習指導要領のねらいに即
した指導計画を立て、実践す
る。

【目標】個別の指導計画目標
達成指数80％以上

教員の取り組み指標は98％で目標を達成することがで
きた。新学習指導要領の教科の目標や内容をまとめた
「学びの地図」を児童生徒一人につき一冊ずつ準備
し、指導に当たる教員がそれを基に指導計画を立てら
れるようにした。また、年度初めに「学びの地図」を
活用することの利点と活用の仕方について、教員へ向
けての説明会を設けた。その結果、「学びの地図」を
活用しながら、新学習指導要領のねらいに即して指導
計画を立て、実践へとつなげようとする意識が高まっ
たと言える。しかし、実際の指導につなげていくこと
が難しかったというケースもあった。

「学びの地図」を用いて指導計画を立て、実践
していく中で、その計画と児童生徒の実態や学
びの状況とにズレが生じていることが、実際の
指導につなげられなかった原因ではないかと考
える。計画を立てて、そのまま進めていくので
はなく、児童生徒の実態や学びの状況を短いス
パンで捉え直しながら、その都度適切な指導計
画を設定し、より主体的・対話的で深い学びを
実現できる学習を進めていくようにする。

○幼児児童生徒の成長を適切
に評価し、その情報を教員間
で共有することに努め、保護
者に丁寧に伝える。

【目標】保護者の教育活動満
足度指数80％以上

教員の成果指標は97％で目標を達成することができ
た。教員間で情報を共有しながら、児童生徒の成長や
今後の課題について、個人懇談や通知票、そして毎日
の連絡帳などを通して分かりやすく伝えるように努め
てきた。その結果、保護者からも「子供の学校での様
子や成長がよく分かった。」「できていること、困難
なことが理解しやすかった。親と違う目線でしっかり
意見を伝えてくれるのでありがたい。」として満足度
指標は93％であった。しかし、中には「今後の課題に
ついて分かりづらかった。」「現状は伝えてもらえた
が、今後の課題などについて話し合えなかった。」と
する意見もあった。

現状の伝達だけでなく、将来に向けて必要な力
や本人にとっての課題などを明確にし、保護者
と情報共有していくように努める。そのため
に、教員自身が日々の指導の中で、児童生徒一
人ひとりの将来必要となる力は何かを見極めて
いくようにする。また、懇談のもち方について
も次年度検討していきたい。

○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、いじめなどの問題行動の
未然防止や早期発見および解
消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97％、成果指標は99％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。取組指標で3％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
を感じている幼児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、解消するまでには至っ
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、いじめサポート班や対策委員会で
意見を聞きながら検討を重ね、解消に至るまで
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93％であり、90％以上という目
標は達成したものの、7％の保護者においては「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
りに感じている幼児児童生徒については、担任が連絡
をとり解消に努めているが、保護者や幼児児童生徒が
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、解消に向けて学校全体でサポート
し続けていく。

○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、個に合わせた進路に関す
る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

AB合わせて判定基準を上回った。普段の幼児児童生徒
の活動が自己実現を支援し、将来の進路につながって
いることを教職員が意識し指導にあたっている成果だ
と思われる。しかし、全体的にB評価が多かったことが
今後の課題である。

○進路状況や施設や事業所等
の情報を教師及び保護者に提
供し共通理解を図る。

【目標】情報提供満足度指数
90％以上

AB合わせて判定基準を上回った。保護者に対しては進
路だよりや進路の手引きの発行の他、出張相談窓口の
開設により情報提供を行った。出張相談窓口に関して
は参加者が昨年度より15名増え、将来の進路に関して
真剣に考えている保護者が増えてきていると考えられ
る。しかし、夏季休業中に実施した施設訪問研修の参
加者は前年度より減少したため、研修の持ち方等検討
していく必要を感じる。

３
　
進
路
指
導

かなりの成果は得られたと考えられる。今年
度、教職員向けに進路に関する研修会を１回実
施した。普段の幼児児童生徒への関わりが自己
実現を支援し、将来の進路決定につながってい
るという認識を高められるような研修を今後も
継続する必要があると思われる。また、保護者
には進路だより等で、卒業後の進路に関する内
容や研修会等の情報提供を丁寧に行っていきた
い。

２
　
生
活
指
導

１
　
学
習
指
導
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令和元年度　福井県立嶺南東特別支援学校　学校評価書

項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

○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96％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。手洗いについては個別のチェッ
クリストを用いて実態に応じた指導を行った。しかし
給食前に行う基本的な手洗いの習慣を「十分身につけ
させることができた」と回答した割合は低く、今後の
課題である。保護者の保健指導･給食指導および啓発活
動に対する満足度指標は94％で、一定の評価が得られ
たといえる。

児童生徒の正しい手洗い方法が定着するよう
に、一人一人に対する個別の手洗いチェックリ
ストを有効に活用していきたい。特に給食前の
手洗いについては感染予防の観点からも、正し
い手洗いが習慣づけられるように取り組みた
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・防犯研修技能
習得指数80％以上

教職員の取組指標は99％、成果指標は98％でともに目
標を達成した。今年度は土砂災害を想定した避難訓練
や、緊急時に児童生徒を保護者に引き渡すシミュレー
ションを行った。いずれも初めて行った訓練であった
ため様々な反省点があった。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。不審者侵入時の対応の様子をビデオで
振り返ることで、教職員一人一人が適切な対応方法を
イメージすることができた。一方で連絡体制について
は課題が浮かび上がった。保護者の避難訓練等の安全
指導に対する満足度指標は98％で、一定の評価が得ら
れたといえる。

土石流等土砂災害発生の危険性がある場合の児
童生徒の避難場所･避難方法等を検討するととも
に、今後は関係機関との連絡体制や連携方法を
構築したい。また緊急時や災害等の発生時に児
童生徒を保護者に引き渡すことを想定し、実際
に児童生徒や保護者を交えての引き渡し訓練の
方法を検討したい。

○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ＰＴＡ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

取り組み指標は96％で、教職員へのPTA活動に対しての
理解が深まっている。
成果指標は85％であった。昨年度より10％上昇し、目
標を達成することができた。「Cあまりできなかった」
と解答する教職員が14％あったのは、PTA主催行事に参
加できなかったことや、運営に協力する立場になかっ
たことが考えられる。
満足度指数は86％で、保護者と学校が協力しながら、
参加しやすいPTA活動が行うことができたと考えられ
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。また円滑にPTAの事業を行うこ
とができるように、参加や協力を呼びかける。
また、保護者がPTA活動を負担に思わずに参加で
きるような行事や委員会等の在り方について検
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

取り組み指標は95％、成果指標は96％であった。教職
員が交流及び共同学習の意味をよく理解して活動を計
画し、事前・事後学習を含めた実践ができたと考えら
れる。
満足度指数は98％であった。居住地校交流や学校間交
流等について様々な方法で家庭に知らせたことで交流
活動に関心をもってくれたのではないかと考えられ
る。

今後も有意義な交流活動となるように、交流関
係者と連絡・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

〇主体的・対話的で深い学び
に関する学習指導案を立て
て、それに基づく研究授業や
授業研究会を実施する。

〇クロスセッション等、学部
における様々な実践を語る機
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95％と目標を上回った。また、本校の研究の方向性
について、ＡまたはＢと回答した割合が100％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。し
かし、成果指標については、Ａと回答した割合が
37％、Ｂと回答した割合が63％であった。「研究授業
－授業研究会」の実施が２学期以降に集中したため、
研究活動に対して理解を深めるまでには至らなかった
と考えられる。来年度は早い時期から研究授業を計画
的に実施し、研究活動の理解を深めていくことが望ま
れる。満足度指標についてはＡまたはＢと回答した割
合が94％であり、目標を達成した。今後も「研究授業
－授業研究会」を繰り返し、教員一人一人が「主体
的・対話的で深い学びを実現させる授業づくり」につ
いて省察していくことが望まれる。

「主体的・対話的で深い学びを実現させる授業
づくり」を推進していくために、来年度も「研
究授業－授業研究会」を実践的に繰り返し取り
組んでいく。１年間を通して段階的に研究を深
めていけるように、１学期より「研究授業－授
業研究会」を計画的に実施する。他学部の「研
究授業－授業研究会」にも参加できるように、
今年度同様、研究授業実施日は他の会議を入れ
ないことを引き続き要望していく。加えて、各
学部で時間割変更等工夫を行い、自学部及び他
学部の研究授業に全教員が最低１回は参観でき
るようにしたい。引き続き、特別支援教育セン
ターの専門研修や教員自主研修事業を積極的に
活用し、外部より助言を頂きながら研究を進め
ていきたい。

４
　
保
健
・
安
全
管
理

5
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令和元年度　福井県立嶺南東特別支援学校　学校評価書

項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

○幼児児童生徒の実態を多方
面から把握し、支援目標や内
容を適切に設定して個に応じ
た支援を充実する。

【目標】個別の教育支援計画
目標達成80%以上

教員の取組指標、成果指標は、ともに高い値で目標を
達成した。常にクラスや学部内で個の支援方法などを
話し合っているが、支援シートや付箋を用いた会議の
場を改めて設定することで、多方面から児童生徒の実
態を把握することができ、より深く共通理解を図った
り支援方法を探ったりすることができたと考える。
保護者の満足度指数は92％で目標は達成した。これ
は、教員が保護者と情報交換を密に行い、個のニーズ
に応じた支援を行った成果だと考える。しかし「あま
りできなかった」という回答が５件、「全くできな
かった」が２件あった。子供や保護者が求めているこ
とは何なのかをしっかり捉え、そのことについて十分
に話し合うことが大切だと感じる。

昨年度から付箋による実態把握の方法を見直し
たことで、意識を新たに実態把握に取り組めた
と思う。今年度の取り組み後に各学部からの意
見が出た場合には、その意見を吸い上げたり再
考したりしてよりよいものにしていく。支援
シートの活用も含め、来年度も引き続き取り組
んでいく。
保護者については、満足度指数から一定の成果
が得られたと考えられる。来年度も保護者と意
思疎通することを大切に、支援シートの活用、
連絡帳や懇談等で情報共有を図り、多方面から
児童生徒の実態を把握して支援方法の充実に努
めたい。

○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。昨年度から引き続き、地
域の特別支援学級新任担当教員（新特担）に、研修を
通して支援方法や適切な学びの場などのアドバイスを
行うことができた。地域の中学校に出向いて中学生を
対象に特別支援の理解教育を行い、センター的機能の
役割の一つを果たすこともできた。
相談先の満足度指数は87％であり、目標の90％を超え
ることはできなかった。C評定をつけていた相談先のコ
メントを読むと、「もっと積極的に相談をかければよ
かった」と書かれていたので、それに対処する必要性
を感じた。

昨年度の向上策で挙げていた保育園の相談件数
が、今年度は発達検査を中心にではあるが、少
し増やすことができた。今年度関わった相談先
と、来年度も継続的に繋がっていけるように働
きかける。
今年度は理解教育の出前授業を行うことができ
た。毎年ニーズがあるわけではないが、気がか
りなことについて常日頃から気軽に相談できる
ような関係作りが大切だと感じた。
相談を受けた際、支援内容が合っていたか否
か、変化があるか否かなどを確認するために
も、アフターフォローもしっかり行い、継続的
な支援ができるように努めたい。

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98％を示し、昨年度に引き続き、
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。
　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「遵守している」が100％と回
答があり、昨年度に比べ教職員の意識の向上がみられ
た。
　保護者を対象とした満足度指標は99％で、学校の情
報保護対策に対して昨年度に引き続き高い満足度を得
ることができた。刊行物等の内容について、吟味およ
び改善を図った成果が表れていると思われる。

・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。
・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88％だった。い
ずれも目標を達成した。今年度は４月～６月までの短
い期間だったが、児童生徒が有意義な寄宿舎生活を送
れるよう、個々の実態に応じてコミュニケーション力
を養う支援方法を工夫し、活動や生活に取り組んだ。
７月からは指導員が各学部に配置されたので、学校で
の児童生徒の状況や実態を知ることができ、改めて
「寄宿舎の役割とは何か」を考える良い機会に恵まれ
た。今後も集団生活の利点を生かした支援を模索して
きたい。

寄宿舎は、児童生徒が学校生活に活力を持って
臨めるよう十分に休養を取り、安心・安全に生
活できる場として環境を整える役割がある。ま
た、集団生活の利点を生かし、家庭の養育を補
う支援ができる場である。今後も児童生徒の寄
宿舎生活や活動がより豊かに充実するために、
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

保護者の満足度指標は100％であった。日々の連絡帳や
懇談会等を通して情報の共有に努めた結果、家庭では
「寄宿舎の経験を家庭生活や他の場面で役立てること
ができている」といえる。今年度は7月から寄宿舎が閉
舎だったので、児童生徒について教職員と支援につい
て協議する機会が少なかったが、教職員の満足度指数
は91％であり、担任間で有意義な情報共有がされてい
たといえる。今後は保護者との連絡をこれまで通り密
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。

担任と日々の連絡帳や学舎連絡会等を通して情
報共有するとともに、学舎連絡会や保護者会等
のあり方・内容・時期等について検討し、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
方法を模索する。

７
　
教
育
相
談

９
　
寄
宿
舎
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