平成29年度

学校評価総括評価表
徳島県立徳島視覚支援学校

（1）重点課題
視覚支援学校と聴覚支援学校が，「つながる」を合い言葉として連携・協働することにより，「幼児・児童生徒の夢と希望につながる保育・教育」を推進する。
1 学びがつながる
視覚支援学校と聴覚支援学校で学ぶ幼児・児童生徒が，互いに認め合い，ともに高め合う保育・教育を推進することにより，豊かな心を育む。
2 未来につながる
幼稚部から小学部，中学部，高等部，高等部専攻科における，専門性の高い一貫した保育・教育により，社会に主体的に参加し，自立をめざす人を育てる。
3 地域とつながる
特別支援教育センターとして，視覚障がい等のある乳幼児から児童生徒に対する専門的な支援を全県展開するとともに，障がいのある方の交流拠点として，
生涯をとおした活動を支援します。また，防災避難施設として地域の方々の安全を守る。
4 心がつながる
思いやりと支え合いの心に満ちた人間性豊かな社会を築くため，学校と保護者，地域，関係機関・団体等が連携し，視覚障がいに関する理解の推進に努める。
（２）重点目標
① 視覚障がい教育に関する研修と公開授業，OJTによる授業力の向上等により，教職員の専門性を向上します。
② 点字教材と触察教材の充実を図ることにより，一人一人の見え方に対応した教育を推進します。
③ 支援機器等教材を積極的に活用することにより，指導方法の充実を図ります。
④ 特別支援教育センターとしての機能を十分に発揮し，視覚障がい等のある乳幼児から児童生徒に対する専門的な支援を全県展開します。
⑤ 幼児・児童生徒一人一人の人権を最大限に尊重するとともに， 全教職員がいじめのない学校づくりに努めます。
徳島視覚支援学校と徳島聴覚支援学校の連携・協働した学習や行事等の教育活動（４つのつながり）を基盤とし，一人一人が尊重される人権教育を推進します。
⑥ に努めます。
幼児・児童生徒の発達段階をふまえたキャリア教育の推進を図ります。
⑦ 視覚支援学校と聴覚支援学校の幼児・児童生徒および教職員が，安心・安全な学校生活を送るための環境設定やルールづくりを推進します。
⑧ 聴覚支援学校との共同学習や行事への参加等により，ともに学ぶ教育の構築に向けた取り組みを推進します。
⑨ 教員と寄宿舎指導員による就業体験の引率をとおして，寄宿舎における生活指導の充実を図ります。
⑩ 防災避難施設として，地域の人々と連携した防災訓練等を行います。
⑪ 生涯学習の拠点として，視覚障がいのある人の活動を支援します。
⑫ 奉仕活動や環境・エネルギー活動，啓発活動をとおして，地域とのつながりを深めるとともに，視覚障がいに対する理解の推進を図ります。
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①学びがつながる
視覚支援学校と聴覚支援学校で学ぶ幼児・児童生徒が，互いに認め合い，ともに高め合う保育・教育を推進することにより，豊かな心を育む。
重点目標
⑦視覚支援学校と聴覚支援学校の幼児・児童生徒および教職員が，安心・安全な学校生活を送るための環境設定やルールづくりを推進します。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・両校の舎生が安心・安全な寄 ・各舎生の寄宿舎生活での困 ・見えにくさへの配慮のため，
・生徒個々の必要性 ・今年度は視覚側の環境整備
宿舎生活を送るための体制を 難さをみつけ，ランドマークを設 階段や廊下，ランチルームの
に合わせて,環境を が中心となったため，次年度は
つくる。
置するなど各舎生に応じた環 手すりや部屋の入口にランド
改善しており,更に使 聴覚支援学校にとってもより安
境整備をする。
マークをつけたり，靴箱や給湯
いやす くな る よ う 継 全に生活できるような内容を両
室の引き出しに印をつけたりし
続 し て い た だ き た 校で考えていきたい。
た。また随時，舎生の意見を取
い。
・今年度は定期的に緊急対応
り入れながらマークの位置や大
訓練を実施することができた
きさの改善を図った。
が，緊急時は役割に応じた動き
や非常時の放送機器の使用方
・生活ルールについて両校合 ・１学期の自治会では，２回互
法など，聴覚職員や当直舎監と
同自治会で，年３回以上発信を いの特性に応じた対応を両校
の連携・協力も必要である。そ
行い，舎内に表示等で注意喚 の舎生に伝え理解を深めた。
のため，次年度は聴覚職員や
寄
起を促し，ルールの定着を図
また，階段や壁面に注意喚起
当直舎監と合同で訓練を実施
宿
A
る。
を促す掲示をした。２学期は両
する機会を増やしたい。
舎
校が安全に生活するために気
をつけることを毎月の自治会で
連絡し，ルールの定着を図っ
た。３学期も引き続き生活ルー
ルについて周知していく予定で
ある。
重点課題

・緊急時対応マニュアルを作成
しマニュアルに沿った訓練を月
に２回以上行い，定期的に見
直す。

・緊急時マニュアルに添って月
２回以上の訓練を行い，その都
度話し合いを持ちマニュアルの
改善を図った。
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・幼児・児童生徒，教職員が安 ・ふれあいコーナー等の共有ス ・ふれあいコーナーのマットに
全に学校生活を送るために， ペースについて，学校支援チー ついては，学校支援チームと連
校舎内外の環境を整える。
ムや人権・キャリア教育課，寮 携し，昨年度残っていた箇所の
務主任と連携を図り，安全に活 材質を替えることができた。ま
用できるよう，改善案を検討す た，寮務主任と連携し，渉外・
る。
安全課が所有している物を貸し
渉
出すことにより，舎生の安全確
外
保に活用することができた。
・
安
・各部会において，月に１回， ・学部会での意見から，窓の転
全
環境や清掃についての意見を 落防止具や，清掃について改
課
集約し，課会で，改善案を検討 善することができた。
する。
・緊急対応訓練から，Qコール
のカードや，インターホンの校
内の掲示についての見直しも，
現在行っている。

・今年度検討事項になった，Q
コールや不審者対応について，
聴覚支援学校の渉外・安全課と
連携をし，改善を図り，周知す
る。

A

①学びがつながる
視覚支援学校と聴覚支援学校で学ぶ幼児・児童生徒が，互いに認め合い，ともに高め合う保育・教育を推進することにより，豊かな心を育む。
重点目標
⑧聴覚支援学校との共同学習や行事への参加等により，ともに学ぶ教育の構築に向けた取り組みを推進します。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・聴覚支援学校の幼稚部の幼 ・幼児の実態に応じて，一緒に ・幼児１名がランチルームで一
・聴覚支援学校の幼 ・行事にだけ参加するのではなく，
児とかかわり合う保育活動を実 給食を食べたり，自由遊びのと 緒に給食を食べたり，幼児２名
児とのかかわりは重 制作遊びから交流ができた行事も
施する。
きに場を共有して遊んだり，園 が自由遊びの時間に園庭で場
要であると考えるの あり，幼児がより友だちを意識する
庭の写真カードを遊びの選択 を共有して遊んだりした。園庭
で今後も継続しても ことができた。継続してかかわるこ
とで友だちと接するときの距離も近
肢に入れたりする。
の写真カードの選択は１回あっ
らいたい。
くなった。次年度も，行事の前から
た。
継続してかかわれるような活動を
重点課題

幼
稚
部

・自由遊びでの自然なかかわり
を含め，季節の行事や日々の
保育活動等での意図的なかか
わりを年間12回以上実施する。

・五月人形やクリスマスツリー
の飾り付け，お店屋さんごっこ
等を行い，14回交流をした。３
学期も，マラソンをしたり，ふれ
あいコーナーで飾り付けをした
りする交流を予定している。

・年に１人１回以上，聴覚支援
学校幼稚部の保育を参観し，
実態の共通理解を図る。

・オープンスクール期間を活用
し，聴覚支援学校幼稚部の保
育参観を実施した。気づきや質
問を共有できるように，年度末
に話し合いの機会を持ちたい。
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A

計画したい。
・来年度は２クラスになる予定であ
る。幼児の実態に応じて，全体での
交流に加えて特定のクラスとの交
流の場を設定していきたい。
・保育のねらいや計画等について
知ることができるように，次年度も
継続をして学部だよりの交換を行
う。また，保育参観を実施し，気づ
きや質問の共有をできる話し合い
の場を持ち，教員同士も積極的に
かかわり合うようにしていきたい。

・聴覚支援学校小学部との親
交や相互理解を深めるため，
交流及び共同学習を実施す
る。

小
学
部

①交流給食を各学年で学期に
１回程度行う。
②学部間交流を年１回行う。
③聴覚支援学校高学年児童と
の交流を年１回以上行う。

・①５年生は５月と10月，３年生
については６月と11月に聴覚支
援学校の６年生と実施した。２
年生は７月，１年生は９月に実
施した。児童の転校や欠席に
より，２学期に実施できなかっ
た学年があった。児童によって
は楽しみにしたり，友だちを意
識したりする機会になった。②
７月に実施した。③10月に「点
字ブロックの日」啓発活動に使
用するポスター作りとティッシュ
のチラシ入れを一緒に行い，交
流を計った。２月にも行う予定
である。

・両校児童の対面式を５月中に ・両校対面式を５月に実施。名
実施する。
前カードを交換し，各校に掲示
した。
・障がい種の異なる児童への ・教員間のケース会については
相互理解を図るために両校教 ６月に実施し，児童の実態を考
員間でケース会を年１回実施 慮したグループ活動を行うこと
する。
ができた。
・実施時期，回数については概
ね目標を達成した。
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・聴覚支援学校との
共同学習を行うこと
はとても意義がある
と思うので今後も継
続してもらいたい。

A

・交流給食については，体調の
都合により実施できない場合を
考えて予備日を設けておく事も
検討したい。
・学部間交流については両校児
童の対面式から期間を空けず
に実施ができるか検討したい。
・少しずつ交流経験を重ねるこ
とが良い児童もおり，本校の児
童数や学年，実態に配慮した交
流内容や実施回数の見直しを
適宜行っていきたい。

・聴覚支援学校中学部の生徒 ・同学年での教科の合同授業
と，交流及び共同学習を通し や「点字ブロックの日」に関する
て，ともに協力して活動する。 交流及び共同学習等を年間３
回実施する。
中
学
部

・聴覚支援学校生徒と合同で，
高 清掃活動や「点字ブロックの
等 日」理解啓発活動を行う。
部
普
通
科

・事前に教員間で，生徒に関す
る情報交換を行ったり，障がい
に応じた手立てについて互い
に学び合ったりする機会を持
つ。

・近隣や二軒屋駅周辺の清掃
活動を年間２回以上実施する。

・「点字ブロックの日」理解啓発
活動で，事前に合同学習（意見
交換や準備など）や徳島駅前
での啓発用のティッシュ配りを
行う。
・学校行事等について，聴覚支 ・第43回中国四国地区盲学校
援学校との交流が進むよう計 弁論大会校内選考会，文化祭
画を立て，ともに学ぶ教育の機 などの学校行事等において，
生 会を設ける。
聴覚支援学校と年２回以上の
徒
交流が実施できるよう計画す
活
る。
動
課

・対面式や合同学習等を計５回
実施した。第３学年は，理科で
の水溶液実験や英語での夏休
みの思い出を語り合う合同学
習を行った。また，「点字ブロッ
クの日」啓発活動に伴い，本校
の生徒から日頃の思いを発表
したり，よりよい啓発の工夫に
ついて話し合う授業を行った
後，街頭活動を行った。教員間
では研修会を開き，それぞれ
の障がいに合った合理的配慮
等について話し合い，協力し
合って授業を実施することがで
きた。
・学校や二軒屋駅周辺の清掃
活動を１回目を９月，２回目を
11月に実施した。
・２月に「点字ブロックの日」理
解啓発活動の合同学習や
ティッシュ配りを実施した。

・５月10日に，第43回中国四国
地区盲学校弁論大会校内選考
会を実施し，聴覚支援学校の
中学部・高等部の生徒を招き，
交流することができた。
・10月15日の聴覚支援学校の
文化祭，11月18日の本校文化
祭には，互いの表現や展示・バ
ザー等に参加し，交流すること
ができた。
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・聴覚支援学校との
共同学習を行うこと
はとても意義がある
と思うので今後も継
続してもらいたい。

・学年によっては，教科学習を
含め，交流及び共同学習を実
施することができた。また，教員
間で研修を行い，ともに授業案
を検討する等して話し合いの機
会をもつことは有効であった。
次年度は，本校生徒が１名とな
り，交流活動の取組そのものを
工夫しなければならない。近隣
校や他学部との交流等も含め
て計画的に実践していきたい。

・聴覚支援学校との
合同学習を行うこと
はとても意義がある
と思うので今後も継
続してもらいたい。

・両校合同での地域の清掃活
動や点字ブロックへの理解啓発
活動を，それぞれの役割分担を
明確にし協力して引き続き実施
する。

・聴覚支援学校との
交流の場を今後も
計画的に作っていた
だきたい。

・交流及び共同学習において，
聴覚支援学校との交流を進め
ることができたが，来年度も途
切れさせることなく交流の機会
を設け，ともに学ぶ教育を継続
する。

A

A

A

②未来につながる
幼稚部から小学部，中学部，高等部，高等部専攻科における，専門性の高い一貫した保育・教育により，社会に主体的に参加し，自立をめざす人を育
てる。
重点目標
① 視覚障がい教育に関する研修と公開授業，OJTによる授業力の向上等により，教職員の専門性を向上します。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・一貫教育体制を推進し，教職 ・教員の所属学部を超えた授 ・中学部，高等部普通科，職業
・中学部から高等部へ進学する
員の専門性向上をめざすた
業とチームティーチングを実施 学科に所属する教員が，学部
生徒にスムーズに適切な支援・
め，教員の所属学部を超えた できるよう，時間割を作成する を超えてチームティーチングを
指導ができるよう，特に年度
授業と，チームティーチングに とともに，情報共有するため
実施した。また，教科担当者会
末，年度初めの連携が取りやす
教
よる授業を実施する。生徒が進 に，学部を超えた教科担当者 議を，１月までに９回実施し，生
い体制を作る。
務
A
級した後も適切な支援・指導が 会議を年に８回以上実施する。 徒の実態や指導方法について
課
スムーズに移行できる体制を
検討を行った。加えて，２月３月
目指す。
には，新年度に向けて３回の連
絡会議を実施した。
重点課題

・わかる授業をめざし，視覚障
がい教育の専門性に根ざした
授業実践に取り組むため，実
際の授業や指導に役立つ実践
的な内容のグループ研修を計
画し，年間７回以上実施する。
研
究
・
情
報
課

・視覚障がい教育・点字（基
礎）・点字（応用）・歩行・教材研
究･ICTの各研修グループのう
ち，所属するグループの研修内
容が授業や生活指導に役立つ
内容であったかアンケートを実
施し，80％の教員から「授業や
生活志度運に役立つ内容で
あった」との回答を得る。

・所属グループの希望調査を実
施し，全教員が５つのグループ
のいずれかに所属した。
・各グループで研修の年間計
画を作成し，８回の研修を実施
した。
・毎回の研修で参加者にアン
ケートを実施し，「今日の研修
を，授業や生活指導に役立て
ることができそうですか」の質
問に参加者の97.7％が「そう思
う」，「どちらかといえば思う」と
回答した。

・研修資料等成果物を全教職
員が閲覧できるように，校内イ
ントラ等に保管及び周知を行
い，情報共有する環境を整備
する。

・各グループの研修資料を保管
するフォルダを校内イントラ内
に作成し，研修担当者に資料
の保管を周知した。

6

A

・各教員が抱える課題をグルー
プ内で共有し，課題解決の相談
や意見交換を充実させる必要
がある。
各グループの研修資料を保管
するフォルダの設置に加え，他
のグループの取り組みを周知す
るため，年度末に各グループの
研修内容や成果を発表する機
会を設け，情報の共有を図る。

②未来につながる
幼稚部から小学部，中学部，高等部，高等部専攻科における，専門性の高い一貫した保育・教育により，社会に主体的に参加し，自立をめざす人を育
てる。
重点目標
②点字教材と触察教材の充実を図ることにより，一人一人の見え方に対応した教育を推進します。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・生徒の実態や学習内容に応 ・「点字等教材作成」担当教員 ・数学17個，理科３個，社会10
・さまざまな教科等で自作教材
じた点図教材や立体教材，半 との共同制作も含め，各教科， 個，体育１個，総合的な学習の
を作成することができ，生徒の
立体教材を作成し，授業に活 各生徒の実態に応じて年間15 時間１個，自立活動２個，学活
理解につなげることができた。
かす。
個教材を作成する。
１個と，それぞれの授業の中で
次年度は，生徒の見え方の状
計35個の点図や立体教材，触
態に応じたさらなる教材が必要
・教材を使用した後，「自作教
中
である。引き続き，点図教材や
材シ ート」 にまと めた り，点図 地図等を自作し，生徒の学習
学
A
理解に努めた。また，教材作成
立体教材とともに音声教材等の
データを保管したりして，閲覧
部
担当教員と協力し，夏季休業
作成にも取り組む。
できるようにする。
中に理科ドリルを点訳した。自
作した教材は，「自作教材シー
ト」への記入し，校内教員が閲
覧できるようにした。
重点課題

②未来につながる
幼稚部から小学部，中学部，高等部，高等部専攻科における，専門性の高い一貫した保育・教育により，社会に主体的に参加し，自立をめざす人を育
てる。
重点目標
③支援機器等教材を積極的に活用することにより，指導方法の充実を図ります。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・支援機器等教材を効果的に ・全公開・研究授業のうち４授 ・公開・研究授業の年間計画を作
・職朝での公開・研究授業の連
活用した指導方法の充実をめ 業以上で支援機器等教材を活 成し，２学期末までに公開授業が５
絡時に，参観者のコメントシート
ざし，支援機器等教材を活用し 用した指導案が提示される。 回，研究授業が３回実施され，３学
入力を引き続き周知する。
期に公開授業が４回実施される予
た公開・研究授業を延べ４回以
・教員用タブレット端末が貸与さ
定である。２学期末までに実施した
上計画・実施するよう呼びかけ
れているが，新規のアプリ導入
公開・研究授業のうち，支援機器
に制約があるため，授業や教材
研 る。
等教材を活用したものは１回であ
作成への活用が広がっていな
究
る。３学期に２件支援機器を活用し
い。今後は，授業や教材作成に
・
た公開授業が実施された。
B
活用できそうなアプリの紹介や
情
新規導入を総合教育センターと
報
・職朝にて研究・公開授業の連 ・職朝で参観及びコメントシート
連携して進めていく必要があ
課
絡とコメントシートの入力を連 の記入を周知し，71％の教員
る。
絡する。
がコメントシートによる指導方
・公開・研究授業を80％の教員 法等の意見交換を行った。
が参観し，コメントシートにて指
導方法等の意見交換を行う。
重点課題
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②未来につながる
幼稚部から小学部，中学部，高等部，高等部専攻科における，専門性の高い一貫した保育・教育により，社会に主体的に参加し，自立をめざす人を育
てる。
重点目標
⑥幼児・児童生徒の発達段階をふまえたキャリア教育の推進を図ります。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・卒業後の就職へ向けて，社会 ・職業学科「個別のキャリア教 ・全ての生徒で項目によって上
・数値として目標に ・評価が下がった生徒だけでな
人・医療従事者として必要なス 育学習プログラム」を活用し， 下していたが，10項目ある評価
は届いていないが, く，上がった生徒に対しても，よ
キルを身につけられるよう，実
個々のスキルを評価し，教員
項目を平均すると，上がった生
生徒への評価をい り医療人としてふさわしいキャリ
高
習や授業を通してキャリア指導
間で共通理解を図り指導を行
徒が60％，下がった生徒が
かして指導をされて ア ス キ ル を 身 に つ け さ せ る た
等
う。
40％であった。指導を重ねるに
いるように感じた。 め，次年度以降も本校が作成し
部 を行う。
つれて，生徒の実態がより把握
た「個別のキャリア教育学習プ
職
B
され，指導内容が増えてきたた
ログラム」を活用して，医療従事
業
め，評価は下がっている生徒も
者として必要なキャリア指導を
学
いるが，生徒1人ひとりに医療
行っていきたいと考える。
科
従事者として必要なキャリア指
導が実践できた。
重点課題
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・幼稚部から高等部の幼児・児
童生徒の社会的・職業的自立
に向け，キャリア教育全体計画
をもとに，それぞれの学部学科
で実践する。

人
権
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
課

・幼稚部・小学部は，勤労観の
育成のため，個別ファイルを活
用して家庭の協力を得て，チャ
レンジウイークを実施する。
90％以上の実施率を得る。

・幼稚部・小学部は家庭と連携
し，幼児・児童の実態に応じた
活動を行うことができた。89％
の実施率であった。未実施の
理由は，児童の体調不良のた
めであった。

・中学部は，進路希望調査の
実施と併せて，学年に応じて仕
事調べや職場見学，職場体験
を行う。

・進路希望調査を１学期に実施
した。２学期に仕事調べや３年
生２名が職場体験を実施した。
１月に１年生１名の職場見学・
体験と３年生１名の職場体験を
実施した。

・普通科は，一人１回以上就業 ・１学期に個々の生徒の実態に
体験を実施する。
応じた就業体験先で一人１回
就業体験を実施した。
・専攻科は生徒の実態に応じて ・２学期に専攻科１年生では校
校内臨床室，校外施設の見学 内臨床実習と校外臨床実習を
（実習を含む）を１回以上行う。 それぞれ1回ずつ見学した。
・冬休みに専攻科手技療法科３
年生では就職希望先で自己研
修を行った。
・１月に専攻科１年生では生徒
の実態や進路希望に踏まえた
実習先で校外見学実習を実施
した。
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・進路を考えた際に,
仕事をする上でハン
ディとなる見えない,
見えにくいという状
況を補う力を育成す
る取組も必要であ
る。また,社会で過ご
すために基礎となる
身辺自立,伝えるス
キル等も大切にして
ほしい。

A

・チャレンジウイークは，取組を
始めて数年が経過し，長期休業
中の家庭での取組として定着し
てきた。来年度についても家庭
に取組の意図をしっかりと伝
え，連携を図りながら実施する。
・中学部や高等部で職場体験
や就業体験を来年度も実施す
るが，生徒の視力の状態等の
実態に応じた事業所や作業種
を開拓していくことが課題であ
る。
・中学部では，今年度から中学
部の職場体験の書式や流れを
作成し，取り組んだ。勤労観や
職業観を育み，より生徒の実態
やニーズに応じた職場体験を実
施する。
・高等部普通科においても，生
徒の実態を十分に把握し，就業
体験の位置づけについて保護
者の理解を促し，将来の進路選
択につながるような事業所見学
や就業体験を継続して実施す
る。
・高等部専攻科においては，生
徒の実態や卒後の人生設計を
十分把握し，あはき師としての
職業観を育成でき，進路選択に
つながるような実習を継続して
実施する。

②未来につながる
幼稚部から小学部，中学部，高等部，高等部専攻科における，専門性の高い一貫した保育・教育により，社会に主体的に参加し，自立をめざす人を育
てる。
重点目標
⑨教員と寄宿舎指導員による就業体験の引率をとおして，寄宿舎における生活指導の充実を図ります。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・舎生の卒業後を見据え，教員 ・学校のクラス担任と，就業体 ・１学期は７月に，就業体験を
・自立支援室を活用した事例を
と寄宿舎指導員による就業体 験後に反省点や課題について 行う舎生の引率を行い，実態
振り返ると，就業体験で明らか
験の引率をとおして明らかに の共通理解を図る。
や課題についてクラス担任と共
になった課題が，自立支援室を
なった課題解決のため，自立
通理解を図った。
活用することで成果が上がると
支援室を活用する。
は限らないことがあった。次年
・対象となる舎生が，１人年３回 ・２学期は，就業体験で明らか
度は，卒業後を見据え，就業体
以上，自立支援室を利用する。 になった課題解決のため目標
験や寄宿舎生活の中で見られ
を設定した。その取組として12
る様子から課題を設定したい。
月に１泊，卒業後の進路を見据
また，過去の活用の反省を基
寄
えた自立支援室の活用を行っ
に，自立支援室における評価表
宿
A
た。言葉遣いや職員への報告
を作成し，今後の活用に生かし
舎
の仕方，掃除，整理整頓などに
たい。
重点を置き，相部屋を想定した
生活を体験した。更なる課題が
明らかとなった。３学期は，２学
期の活用で明らかになった課
題を基に目標を設定し，２回以
上自立支援室を利用した。
重点課題
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③地域とつながる
特別支援教育センターとして，視覚障がい等のある幼児・児童生徒に対する専門的な支援を全県展開するとともに，障がいのある方の交流拠点とし
て，生涯をとおした活動を支援する。また，防災避難施設として地域の方々の安全を守る。
重点目標
④特別支援教育センターとしての機能を十分に発揮し，視覚障がい等のある乳幼児から児童生徒に対する専門的な支援を全県展開します。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・教育，医療，福祉，療育等の ・関係諸機関の方が集まる研 ・｢特別支援教育コーディネータ
・従来より連携している機関に
各機関との連携を密にし，教育 修等の機会に，年間５回以上 研修｣｢徳島ロービジョンネット
おいて，視覚障がいや本校の教
相談や通級指導教室のニーズ チラシの配布を行う。
ワーク定例会｣の機会と保健セ
育相談について正しい理解が
を掘り起こす。
ンター，依頼のあった眼科等６
図られていないと感じるケース
カ所に相談関係のチラシを配
があり，チラシの配布だけでな
布した。
く，充分な説明の必要性を感じ
サ
た。今後は，説明の時間も確保
ポ
・保育所や療育機関等におい ・保育園や療育機関での視力
しつつ，正しく理解啓発を図る。
ー
A
て年間５回以上の視力評価の 検査について，実際の検査場
ト
支援や研修を行う。
面を通した研修の機会をのべ
課
42回もった。
重点課題
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③地域とつながる
特別支援教育センターとして，視覚障がい等のある幼児・児童生徒に対する専門的な支援を全県展開するとともに，障がいのある方の交流拠点とし
て，生涯をとおした活動を支援する。また，防災避難施設として地域の方々の安全を守る。
重点目標
⑩防災避難施設として，地域の人々と連携した防災訓練等を行います。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・地域の防災避難施設としての ・地域の資源を活用する ため ・８月４日に，視覚支援学校お
・地域と連携した防 ・地域の方と，聴覚支援学校と
役割を果たすため，地域住民と に，生きがいづくり推進員を招 よび，聴覚支援学校児童生徒
災訓練はとても意義 本校の幼児児童生徒が協力し
聴覚支援学校と連携した防災 聘し，防災訓練を行う。
保護者，地域の自主防災会，
があると思うので今 て体験できることや，地域の方
訓練を行う。
ボランティアが参加し，防災訓
後も継続して行って への障がい理解をすすめてい
・地域の方や，聴覚支援学校と
練を行った。起震車や煙の体
もらいたい。
けるような内容を考えて継続し
視覚支援学校の幼児・児童生
験，新聞スリッパや竹笛の防災
・自宅近くの避難所 ていくことが課題である。今年度
徒が混在するチームを作り，協
渉
グッズ作り，避難所体験，非常
で障がいのある子ど は，登校日等の都合で幼稚部
力できるように配慮する。
外
食試食等を行った。
もを受け入れてもら の参加を募らなかったので，来
・
・幼小中学部及び高等部普通 ・チームに別れて，スタンプラ
え る か が 心 配 で あ 年度は幼児の参加についても
A
安
科の半数以上の幼児・児童生 リー形式で，体験した。
る。地域との取り組 考慮したい。
徒が参加することができる。
全
・本校からは，小学部児童２
みを継続することで ・徳島県から支給される災害用
課
名，中学部生徒４名，高等部生
障がいのある子ども 備品について，リストアップし置
重点課題

徒２名が参加し，目標を達成す
ることができた。
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も安心して過ごせる き場所等を，検討する。
避難所になると思
う。

④心がつながる
思いやりと支え合いの心に満ちた人間性豊かな社会を築くため，学校と保護者，地域，関係機関・団体等が連携し，視覚障がいに関する理解の推進に
努める。
⑤幼児・児童生徒一人一人の人権を最大限に尊重するとともに， 全教職員がいじめのない学校づくりに努めます。
徳島視覚支援学校と徳島聴覚支援学校の連携・協働した学習や行事等の教育活動（４つのつながり）を基盤とし，一人一人が尊重される人権教育を推
重点目標
進します。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・いじめのない学校づくりに向 ・ 実 施 後 の ア ン ケ ー ト に お い ・６月23日の研修実施後のアン
・悩みや不満などを ・引き続き，いじめのない学校づ
け，外部から講師を招聘し，全 て，教職員の「いじめ防止の意 ケートにおいて，教職員の「いじ
ずっと抱え込むので くりをめざし，研修や啓発，発生
教職員を対象としていじめ防止 識 が 向 上 し た 」 と い う 回 答 を め防止の意識が向上した」とい
はなく,上司や同僚に 防止に努めるが，万一発生の
の研修を実施する。
70％以上得る。
う回答を90％以上得ることがで
伝えるなどの困難な 場合には速やかに対応し，再発
きた。
状況への対応の方 の防止策を考えるとともに，全
法などを学習する機 員で取り組み実践する。
生 ・全教職員でいじめ防止に取り ・いじめの事案の発生をとらえ ・今年度１月12日現在のとこ
会も必要だと感じ
徒 組むとともに，いじめの事案の たときには，できるだけ早く事 ろ，いじめの事案は発生してい
た。
活 発生については，早期発見と 態を把握するとともに，生徒指 ないが，引き続き，いじめのな
A
動 早期対応を行う。
導委員会等を通して解決に努 い学校づくりに努めたい。
める。
課
・いじめや犯罪に巻き込まれな ・携帯スマホ安全教室，薬物乱 ・携帯スマホ安全教室は，11月
いために，在学中のみならず， 用防止教室を開催する。
24日にNTTドコモより専門家を
卒業後も役に立つ知識が身に
招いて実施した。薬物乱用防
つくよう，専門家を招き，各安全
止教室は２月に実施できた。
教室を２回開催する。
重点課題

・いじめをテーマにした生徒対 ・講演会後にアンケートを実施 ・研修会実施後に生徒対象に
象 の 人 権 教 育 講 演 会 を 実 施 し，80％以上の満足度を得る。 アンケートを実施した。満足度
し，生徒の人権意識の向上を
100％を得ることができ，いじめ
人 図る。
についてより理解を深めること
権
ができたとの意見が多数を占
・
めた。
キ
・合理的配慮を意識した授業を ・11月に行われる人権教育主 ・11月に行われた人権教育主
ャ 行うことで，幼児・児童生徒の 事研修会での研究授業，公開 事研修会における研究授業，
リ
人権を尊重できるようにする。 授業において，80％以上の指 公開授業では，100％の指導案
ア
導案に合理的配慮を明記して において合理的配慮について
教
いる。
明記されていた。また，授業に
育
おいても合理的配慮を意識した
課
授業が行われていた。
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A

・人権問題意識調査などを通し
て生徒の人権に対する意識を
明らかにした上で，学級活動・
ホームルーム活動や人権教育
講演会などにおいて，生徒の興
味・関心に基づいた取組を行っ
ていきたい。
・合理的配慮を意識した授業を
継続して行えるよう，研修会を
実施したり，研究・情報課と連携
し，周知を行っていきたい。

・活動中に，友だちや教員を意 ・朝の会の出席確認のときに， ・名前を呼ばれた友だちや教員
識できる場面を保育の中で設 呼名された友だちや教員の方 の方に顔を向けたり，呼名する
定する。
を向いたり，指さしをしたり，手 教員に続いて友だちの名前を
に触れたりする。
呼んだりした。その場にいない
友だち(欠席幼児)にも気づき，
「お休み」のサインをすることも
あった。
幼
稚
部

・制作やおやつの時間に，順番
を待ったり，用意された物を友
だちに配ったりする活動を取り
入れる。

・座っている友だちの前におや
つを持って行ったり，制作のと
きに順番に道具を使い，「どう
ぞ」と言いながら友だちに渡し
たりした。

・ふれあいコーナーに掲示する ・２名での作品を２回(朝顔・コス
作品を，年間３回以上共同で制 モス)制作し，ふれあいコーナー
作する。
に掲示した。また，３名での作
品を１回(フィンガーペイント)制
作し，文化祭の展示部門で掲
示した。１月中に書き初めを共
同制作した。

A

・新入生が加わる予定である。
新しい友だちの名前や声を知ら
せたり，友だちと触れあったりす
る活動を朝の会や集団保育の
場で取り入れ，友だちを意識で
きる場面を設定していきたい。
・登校曜日によっては教員とだ
け接することもあるが，友だち
の欠席理由を知らせたり，保育
中に友だちの名前を出したりし
て，その場にはいなくても友だち
の存在を感じられるようにする。
・今年度，掲示した作品を見た
り触ったりする時間を確保する
ことができなかった。来年度は，
掲示した作品を友だちと一緒に
見たり触ったりする時間も設定
していきたい。

④心がつながる
思いやりと支え合いの心に満ちた人間性豊かな社会を築くため，学校と保護者，地域，関係機関・団体等が連携し，視覚障がいに関する理解の推進に
努める。
重点目標
⑫奉仕活動や環境・エネルギー活動，啓発活動をとおして，地域とのつながりを深めるとともに，視覚障がいに対する理解の推進を図ります。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
具体的な活動計画
評価指標
評価指標による達成度
総合評価
学校関係者の意見
今後の改善方策
及び活動計画の実施状況
（評定）
・２学期は11/27に啓発ポスターと
・地域の商店に「点字ブロック ・年２回実施する。
・児童数や実態を考慮して，実
の 日 」 の 啓 発 チ ラ シ 付 き の ・５店舗以上の地域の商店に依 テｨッシュ設置の依頼に行き，12/１
施する季節や日程，回数を再検
にお礼と回収に行った。
ティッシュを置いてもらえるよう 頼する。
討したい。
・依頼後，各商店へティッシュを ・３学期 は２ /21と ２/28 に 実 施予
に依頼に行く。
定。
置いてもらったお礼に行く。
小
・学校周辺の5店舗に設置の依頼
・チラシ入りのティッシュを聴覚
学
A
を行った。（１月現在）
支援学校の児童と共に200個 ・10月に聴覚支援学校５，６年生の
部
作る。
児童と共にチラシ入りのテｨッシュ
重点課題

200個や啓発ポスターを作った。
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・聴覚支援学校や城南高校文
高 化祭の展示の部に参加し，視
等 覚障がいに対する理解啓発を
部 行う。
普
通
科
高
等
部
職
業
学
科

サ
ポ
ー
ト
課

・交通安全や視覚障がいへの
理解に関しての理解啓発パネ
ルなどを作成し，説明，展示を
することができる。

・１学期に視覚障がいの支援用
具や機器などについてのパネ
ルを作成した。２学期に聴覚支
援学校と城南高校の文化祭に
参加し，それぞれ展示や説明
を行い，視覚障がいに対する
理解啓発を行った。

・校外臨床実習を実施すること
により，地域住民とのふれあい
の中で本校や視覚障がいに対
する相互理解を深める。

・例年実施している八万地域で
の校外実習の３回に加えて，他
の地域でも校外臨床実習を実
施する。

・例年の八万地域での３回の校
外臨床実習に加え，板野の金
泉寺・国府の常楽寺にて校外
臨床実習を実施した。

・地域の学校において行われる
視覚障がい教育や視覚障がい
理解に関する研修や学習支援
を通して，視覚障がいに関する
理解の推進を図る。

・地域の教員を対象とした視覚
障がいや視覚障がい教育の理
解啓発に関する研修を年間５
回以上行う。

・夏季休業中の地域研修会や
点字に関する研修会，特別支
援教育委員会(北島町)等を通
して，視覚障がい教育の理解
啓発につながる研修会を計６
回行い，各会において成果を
上げた。
・視覚障がい理解に関する学 ・小学校等に出向き，本校や視
習の支援を年間５回以上行う。 覚障がい教育についての紹介
や点字学習の支援等を計７回
行った。
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A

A

A

・来年度も普通科の人数が少な
く，重複障がいの生徒の在籍見
込みである。少ない人数でも効
率的にできる展示や個々の特
性を生かした説明の方法を工
夫して視覚障がいに対する理解
啓発を実施する。
・次年度以降も，八万地域のみ
ならず，他の地域での校外臨床
実習を広げていきたい。

・視覚障がい教育への理解の
度合いは，参加者の置かれる
環境に左右され，幅広い参加者
のニーズ全てに応えることの難
しさがあった。今後は丁寧に
ニーズを掘り起こし，開催時期
や場所等の工夫もして，必要な
内容が必要な方に伝えられる
機会を設定する。

