平成25年度

学校評価総括評価表

（１）重点課題
①「個別の指導計画」を活用し，学部連携のもと個に応じた教育を継続して行います。
②教職員一人一人の専門性を高め，個々の専門性を活かし，教育をより充実させます。
③保護者，関係諸機関と連携し，「個別の教育支援計画」を活用して，幼児児童生徒を総合的に支援します。
④個々の能力や適性に応じた進路を見通した，系統的なキャリア教育や職業教育の充実を図ります。
⑤地域に貢献し，視覚障害教育に関する理解啓発を推進します。
⑥寄宿舎では，家庭や学校と連携を図りながら，社会生活で必要な「生きる力」を育てます。

（２）今年度の重点目標
①学部連携を充実させ，幼稚部から高等部までの一貫した指導体制を確立します。
②視覚障害教育の基礎基本を踏まえた授業実践を通して，教職員の専門性を向上させます。
③聾学校との併置に向けた連携・協働を図り，地域社会への理解啓発に努めます。
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①学部連携を充実させ，幼稚部から高等部までの一貫した指導体制を確立します。
具体的な活動計画

評価指標

・幼児児童生徒の健康の保持 ・学校保健や健康に関する情
増進を図るために，保健だより 報を掲載した，わかりやすい保
健だよりを月１回発行する。
渉 を充実させる。
外
・
安
全
課

・集団生活に関わる生活習慣と
して自発的にあいさつできるこ
とを重点目標とし，学部学科に
生 浸透するように働きかける。
徒
活
動
課

・幼児児童生徒・教職員・保護
者にあいさつ運動を行う主旨の
周知徹底を図り，月２回朝生徒
活動課員と生徒会役員で校門
に立ち，あいさつ運動をする。

評価
学校関係者評価
次年度への課題と
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）
・保健だよりの年間計画を立て
・年齢層が幅広く，
計画的に情報発信すると共に，
求められる情報の内
流行状況などその時の最新の
容がそれぞれに異
情報についても吟味して毎月
なっているため，幼
発行した。
児児童生徒のニー
Ｂ
・年齢層が幅広いため，前面は
ズに応える保健だよ
学童期を対象に，裏面は高等
りづくりについて更
部及び保護者を対象にした内
なる検討が必要であ
容を掲載し，年齢層に応じて興
る。
味を持てる保健だよりづくりに
努めた。
・あいさつ運動は一定
・ほとんどの幼児児童生徒が，
の効果をあげている
自発的にあいさつをしていると
が，保護者への周知と
自覚している。計画通りあいさ
啓発が足りなかったこ
つ運動を実施しているが，生徒
とが課題である。実施
の要望により11月からは月２回
の方法を若干変えた
B
の内１回を校内の教室での実
ので運動を継続すると
施に変更した。生徒同士が顔を
ともに，ホームページ
合わせてあいさつをする機会
等により保護者への周
が増えた。
知と啓発をはかりた
い。

人
権
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
課

・幼児児童生徒に充実した人権 ・フィールドワークを含め年間３ ・人権教育に関する職員研修につ
学習ならびに人権教育が行え 回の研修を実施し，各研修会 いては３回を通して80％以上の満
るように，人権教育に関する教 で80％以上の満足度を得る。 足度を得ることができた。しかし，
児童生徒や保護者のアンケートの
職員研修を充実させる。

集計をみると「人権教育」は日々の
取り組みであって，前面にだして授
業をしているケースが少なく評価ポ
イントも厳しかった。保護者に紹介
する機会である「人権キャリアだよ
り」の発行も各学期末ということで
良いタイミングではなかった。
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Ｂ

・人権意識の高揚を
図るために教職員
が授業や学校生活
の中で活用できる資
料や情報の提供を
継続して行い，「人
権キャリアだより」の
紙面に工夫を加え
家庭で人権意識を
共有できる内容にす
る。

・小学部との連携を充実させる
ため，幼児児童個々の目標を
共通理解し，小学部と合同で行
う集団活動や授業の充実を図
幼 る。
稚
部

・小学部との合同活動（わくわく
タイム，スマイル集会）を月１回
実施する。
・年間計画に従って，事前事後
の検討会を年２回以上実施す
る。

・担当者を中心に，月１回の各
活動を計画的に実施できた。
・事前に各学部との話し合いを
行い，活動内容を検討した。ま
た，１学期末にはアンケートを
実施し，出された意見をもとに
活動内容の改善を図った。

・日ごろ関わる機会の少ない他 ・中学部と合同で演劇の練習等 ・中学部の生徒と協力・協調し
学部の児童生徒とふれあうた を３回以上行う。
て演劇の練習に臨むことができ
め，文化祭で発表する演劇の
四国盲学校文化祭や本校の文
高
練習等を合同で行う。
化祭で成果を発表することがで
等
きた。
部
普
通
科

・寄宿舎では多様な学部の生 ・学期に１回以上，学級担任・
徒が集団生活を送っており，学 保護者と話し合う機会を持つ。
部と連携した指導体制が重要
となるため，舎生の生活支援を
寄 より充実できるよう，学級・保護
宿 者と情報交換を行い，相互理
舎 解を深める。

・学校との連絡帳やケース会議
など学期に１回以上，舎生の情
報交換を行いよりよい支援につ
なげることができた。
・保護者とは，送迎時などを利
用し，話合いを持つことで，相
互理解できるよう努めたが，保
護者からはC評価があった。
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A

Ａ

B

・次年度も，小学部
との集団活動を計画
的に行いたい。目標
について共通理解を
図るため，担任の話
し合い等の機会をも
ちたい。

・時間割や他の行事
等との関係で予定し
ていた練習時間より
少なめとなった。合
同で行う時間を増や
し，ふれあいを深め
たい。

・一部評価の低い保 ・次年度も保護者と
護者がいたのが気 の連携を深めるた
になった。
め，保護者の意見を
より多く支援に取り
入れることができる
ように，十分な話合
いを行う。

②視覚障害教育の基礎基本を踏まえた授業実践を通して，教職員の専門性を向上させます。
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）
・幼児児童生徒の学力向上，教 ・各アンケートにおいて，『共通 ・児童生徒，保護者，教員それ
・次年度も，幼児児
職員の授業力（専門性）向上の 理解が高まったと感じる』『学力 ぞれのアンケート結果より，『共
童生徒の学力向上，
ため，研究授業見学等が行え 向上や自分を知ってもらえる機 通理解が高まったと感じる』『学
教職員の授業力（専
るよう時間割調整を行う。
会となったと感じている』の評価 力向上や自分を知ってもらえる
門性）向上のため，
教
を全体の70％以上から得る。 機会となったと感じている』の評
研究授業見学等が
務
Ａ
価を全体の70％から得ることが
行えるよう時間割調
課
できた。
整を行い，教職員の
専門性向上の一助
となるように努めた
い。
・サポート課の持っている人的・
物的資源を校内支援に活用し
てもらうため，サポート課だより
サ で視覚障害教育の専門的内容
ポ を発信する。
ー
ト
課

・10月に実施する児童生徒・保
護者・職員向けアンケートにお
いて，「サポート課の人的・物的
資源を１回以上活用した」という
回答を全体の80％以上から得
る。

・サポート課だよりの発行が遅
れたため，専門的内容を十分
に発信することができなかっ
た。あいれんじゃーリストや貸
出備品一覧表を公開し，教員･
寄宿舎指導員の72％が閲覧し
ているが，利用は35％にとど
まった。ひまわり検診及びサ
ポート課貸出備品は，全幼児
児童生徒の67％が利用した。

・全教職員の授業力向上を目
指し，専門的な知識や技術が
得られるグループ研修を行う。
研
また，グループ研修を活かした
究
研究授業や公開授業を行う。
・
情
報
課

・全教職員が各グループにおい
て，年間８回以上研修を行うと
ともに，研究授業や公開授業を
参観し，年間２回以上，研究協
議会に参加する。

・全グループとも，所属学部の
異なる教職員で構成され，グ
ループ毎に８回の研修を実施
できた。グループ研修の内容と
関連した公開授業や研究授
業，授業研究会などの実施に
より，各グループの研究成果を
共有し合うことをとおし，全教職
員が授業力を向上させることが
できた。
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B

・サポート課だよりを
執筆分担して計画的
に発行する。
・各学部のサポート
課員が人的･物的資
源活用をアピールす
るとともに，年度始
めに貸出備品の展
示を行う。
・一部保護者の評価 ・生徒全員と多くの保
が低いのが気になっ 護者からはよい評価を
もらうことができてい
た。

Ａ

る。しかし，２人の保護
者から厳しい評価をい
ただいたことを鑑み，
保護者から学校には
大きな期待があること
を再認識し，さらに授
業力を向上させるよう
取り組む。

・ＰＤＣＡサイクル（計画－実施
－評価－見直し）に基づいた授
業実践を行うため，視覚障害教
育等に関する研修を行う。

・視覚障害教育やその他の障
害，指導法に関する部内研修
を，年間10回以上行う。
・各グループでの研修内容を部
内で共有する機会を２回設け，
共通理解を図る。
・各授業者は，年間２回以上
「保育案」を作成して授業を行
い，話し合いをもとに評価，見
直しを図る。

・視覚障害教育の基礎や疾患，
摂食指導等に関する研修を部
内研や自主的な研修を含めて
10回以上実施した。また，設定
保育のリーダーは保育案を作
成，実施し，部会等で振り返り
を行った。

・一人一人のニーズに応じた指
導方法について共に学び，共
通理解を図りながら日々の授
業に活かすため，計画的に研
小 修を行う。
学
部

・小学部内研修会，校内専門研
修会を，各会年間８回以上行
う。
・研究授業を実施し，全員で参
観して，授業研究会を行う。

・部内研修やグループ研修を８
回以上行った。
・Ａ組の研究授業を２回実施
し，ビデオ視聴も含め全員で参
観し，授業研究会を行うことが
できた。

・視覚障害教育の基礎基本を
踏まえ，専門性の向上を図るた
め，学部での研修を計画的に
行う。中学部生徒の眼疾患や
中 配慮事項についての理解を深
学 め，日々の指導に活かす。
部

・中学部生徒の眼疾患や配慮
事項について等の研修を，年
間３回以上実施し，共通理解を
図る。

幼
稚
部

・３回研修を行った。１学期は，幼
小中学部全体のケース会と，中学
部で中学部生徒の眼疾患につい
ての研修を行い，眼疾患のためど
のような見え方をしているのか疑
似体験をした。２学期は，中学部で
生徒のケース会を行い，現在の生
徒の実態を確認し合い，実態に応
じた支援方法について共通理解を
図った。その結果，日常生活や学
習場面において研修内容を活かし
た支援をすることができた。
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A

・次年度も，視覚障
害教育を中心に，そ
の他必要な研修を
計画的に実施する。
また，保育案をもと
に実践，評価，見直
しを今後とも継続し
たい。

・部内研修において
は，方策として具体
的なテーマを絞って
研究することを考え
ていきたい。
Ａ

Ａ

・次年度についても
計画を立て，定期的
に研修を行い，生徒
の実態やニーズに
応じた研修内容を活
かした共通した支援
を続けていきたい。

・生徒一人一人の視力の状態
に適した環境で学習をさせるた
高 め，ＩＣＴを活用した授業を実践
等 する。
部
職
業
学
科

・ＩＣＴを活用した授業を，各教
員が年間３回以上実践する。
・アンケートで75％以上の生徒
から，授業内容が理解しやすく
なったとの評価を得る。

・ICTを活用した授業は日常化
しており，全員の教員が最低3
回はICTを活用した授業を実践
した。
・90％の生徒が「分かり易くなっ
た」または，「まぁまぁ分かり易く
なった」と評価している。

Ｂ

・10％の生徒がICT
活用の授業につい
て「あまり分かり易く
なったと思わない」と
答えているところか
ら，次年度はICTの
適切な活用について
考えていきたい。

③聾学校との併置に向けた連携・協働を図り，地域社会への理解啓発に努めます。
評価
学校関係者評価
次年度への課題と
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）
・学校環境ＩＳＯの取り組みのひ ・清掃強化週間を月１回設け， ・清掃強化週間を月１回設け
・清掃強化週間以外
とつとして，ゴミの分別と資源ゴ 清掃チェック票を用いて，ゴミの た。
でも環境美化に務め
ミの回収を行い，環境に対する 分別やリサイクル状況を把握 ・清掃チェック票を用いて，ゴミ
る。
渉
意識の向上を図る。
し，チェック箇所の９割が「良
の分別やリサイクル状況を把
・新校舎におけるゴ
外
い」を目指す。
握した。
ミ箱等の環境備品の
・
Ａ
・チェック箇所の９割以上が「良
整備を行う。
安
い」であった。
全
課
具体的な活動計画

評価指標

・聾学校との併置に向けた連 ・オープンスクール期間の来校 ・オープンスクールの広報用チ
携・協働と，地域社会への理解 者数が文化祭を含め150人とな ラシを作成し，聾学校と盲学校
啓発のため，オープンスクール る。
周辺の地域住民に配布を行い
の広報活動を聾学校と盲学校
広報活動を行った。今年度の
教 周辺の地域住民に対して行う。
来校者は128人と前年度を下
務
回った。だが，来年度併置とな
課
る聾学校関係の来校が前年度
より多くなり，聾学校との併置
に向けた連携につながったの
ではないかと考える。
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B

・来年度は併置とな
り，学校が新体制と
なるため，地域社会
へのさらなる理解啓
発が必要である。そ
のため，今年度以上
に広報活動に努め
たい。

・集団活動を通して集団の一員
としての自覚を育み，自己を理
解し役割を果たす能力を養うた
生 めに，体育祭や文化祭等の学
徒 校行事での幼児児童生徒の交
活 流や連携を図る。
動
課

・幼児児童生徒が協力し合える
ような体育祭や文化祭を実施
し，アンケート結果で満足また
はやや満足を全体の70％以上
得る。

・障害についての理解啓発に
努めるため，高等部生の就業
体験（実習）を１人２事業所（施
設）以上で行う。

・就業体験後，事業所（施設）の
担当者から障害理解について
アンケートを依頼し，理解度
80％以上を得る。

人
権
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
課

・聴覚障害のある子どもや教職
員と場を共有して生活するにあ
たり，必要な配慮事項について
サ 考えるため，文化祭において聾
ポ 学校サポート課と合同で理解
ー 啓発のための展示を行う。
ト
課

・文化祭後の児童生徒・保護
者・職員向けアンケートにおい
て，「聾学校の展示や配付物を
通して聴覚障害についての新し
い知識が得られた」という評価
を全体の80％以上から得る。

・今年度は，体育祭，文化祭と
もに全校で体育館アリーナで実
施した。小・中・高等部の児童
生徒はそれぞれに役割を持
ち，準備や片付け，競技等に連
携協力しながら参加できた。だ
が保護者の評価が70％に満た
なかった。

・受け入れをしていただいた施
設や事業所からは障害に関す
る理解を得られることができ
た。高等部においても当初の計
画通り就業体験を実施すること
ができた。しかし，保護者に対
して実施報告の場である「人権
キャリアだより」発行のタイミン
グが悪く周知が届かなかった。
・文化祭では，計画通りに展示
を行った。聾学校に配付物の
作成を依頼し，参観者や他の
会場でも手渡してアピールを
行った。訪れた家族等には全
員に渡すことができたが，主な
アンケート回答者である母親や
生徒，職員は当日は忙しく，見
てもらうことができなかったた
め，評定は低くなった。
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Ｂ

Ｂ

・アンケート結果から
みても進路の状況
が厳しいことがわか
る。生徒の特性に応
じた進路を開拓して
ほしい。

・今年度，体育祭と
文化祭が全校合同
で実施できたことは
評価できる。だが，
保護者アンケートに
おいて目標を達成で
きなかったため，次
年度はさらに行事に
おける満足度を上げ
られるような内容を
考えて実施したい。
・高等部普通科，職
業学科ともに年度当
初の計画に基づい
て就業体験を実施
する。保護者への周
知については，「人
権キャリアだより」の
発行を学期末ではな
く学期中にする事で
対応したい。

・文化祭を地域にも ・次年度は併置とな
積極的に広報するよ るため，両校の協働
うにしてほしい。
による特別支援セン
ターの機能を整備す
る。
B

・地域住民への理解啓発をめ ・学校ホームページへのアクセ ・多くの教員がホームページの更
ざし，学校ホームページに教育 ス数が月平均で5000件以上で 新ができるよう職員研修を実施し
必要に応じてアドバイスをした。ま
活動の様子や取組，行事予定 ある。
研
た，学部学科，校務分掌ごとに担
や報告，給食メニューなどの新
究
当者を決め更新作業のリーダーと
しい情報を掲載し，適宜更新し
・
なってもらった。このことによりホー
ていく。
ムページ記事への意識が高まり速
情
やかな更新ができた。
報
・１日当たり200～250回のアクセス
課

Ａ

があり，１か月では6000回のアクセ
スがある。

小
学
部

中
学
部

・来年度の聾学校との併置にス
ムーズに移行できるよう，昨年
度の実践や成果を踏まえた交
流や共同学習を行い，相互理
解をより深める。

・合同遠足，高学年交流，学年
交流など，年間３回以上の交流
及び共同学習を行う。
・共に活動する中で併置後にお
互いが気持ちよく過ごすための
具体的な方策を探り，記録す
る。
・盲学校での生活や地域の様
子，また地域の小学校との交
流の様子などを，学年交流やビ
デオレターなどを通して紹介す
る。
・聾学校との併置に向け互いの ・聾学校中学部と年間３回交流
理解を深めるため，聾学校中 を行う。
学部と交流及び共同学習を実 ・交流報告をホームページに掲
施する。また，交流内容をホー 載する。
ムページに載せ，地域社会へ
の理解啓発に努める。

・４年生の社会見学を含め，年
間３回の交流および共同学習
を実施することができた。
・遠足や高学年交流では，触る
課題を工夫するなど，具体的な
方策を考え実施した。

・２学期までに３回の交流を実施し
た。事前に学習や新校舎建築の様
子を収めたビデオレターを作り，聾
学校生徒に見てもらった。７月はテ
レビ会議システムで自己紹介をし
たり新校舎の工事の様子を紹介し
たりした。９月は本校にて一部の生
徒と交流した。12月は聾学校文化
祭に参加し，交流を深めた。
・それぞれの交流についてホーム
ページにて報告を行い，理解啓発
を行えた。
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Ａ

・ホームページだけ ・校名変更に伴い，
に頼らない広報をお ホームページのＵＲ
願いしたい。
Ｌが変わる可能性が
あるため，変更周知
を丁寧に行う必要が
ある。また，掲載して
ほしい記事の校内ア
ンケートをとり，ホー
ムページに反映す
る。
・次年度は実際に同
じフロアーで生活す
ることになるので，
実践や成果を踏まえ
て不都合なことや共
同で行った方がよい
ことについて共通理
解を図っていきた
い。

・併置後は，交流を
通して学んだことを
活かし，交流を継続
したい。
Ａ

・買い物学習や清掃活動など
の校外学習を行い，それらを通
じて盲学校の存在を地域社会
高
にアピールする。
等
部
普
通
科

・清掃活動等で出会った地域の
人の方に自分からあいさつする
など積極的にコミュニケーショ
ンをとることができる。（７割以
上できたらＡ評価とする）

・学校周辺の商店での買い物
学習や二軒屋駅の清掃活動を
行った。あいさつはできていた
が，促されないと言葉が出ない
場面もあった。

・自然にあいさつの
言葉が出るように日
頃からの指導を続け
ていく。
B

・盲学校と聾学校の併置を踏ま ・聞こえにくさについて考える機 ・10月11日（金）の５・６校時，ＮＰＯ
法人 聴覚・ろう重複障害者生活支
え，聞こえにくさについて考える 会を年間１回以上持つ。
援センター代表戎浩司氏による
高 機会を持つ。
「成人の聴覚障害者の生活の現状
等
および社会的制度の確立に向けて
部
の取組について」と題する講演を
職
実施した。
業
・80％の生徒がこのことについて
学
「考える機会があった」，または
科
「まぁまぁ考える機会となった」と回

Ｂ

答している。

・寄宿舎は視覚障害がある生
徒と，聴覚障害がある生徒との
共同生活となるため，お互いを
理解し，どのように関わっていく
寄 かを考える機会を持つ。また，
宿 地域社会へも併置に向けた取
舎 り組みの情報発信をしていく。

・両寄宿舎の行事を通して，年
間１回以上の交流の機会を持
ち，全体会でも手話学習などを
行う。また，その様子をホーム
ページなどで随時紹介してい
く。

・６月に交流行事を行い聴覚障害
がある生徒とボーリングを通して楽
しく交流することができた。また事
前学習として，全体会で手話学習
を行い，聴覚障害がある方との関
わり方などについて考える機会を
もつことができ，行事当日もその学
習を反映することができた。行事の
様子もHPなどで情報発信を行った
が，保護者からはC，Dの評価が各
１名ずつあった。

9

B

・20％の生徒は「あ
まり考える事ができ
なかった」，または
「全然考えられな
かった」と答えてお
り，次年度以降の研
修のあり方を講演型
ではなく参加型にす
るなど考えていく必
要がある。
・次年度は，寄宿舎
の生活の様子が保
護者に充分伝わるよ
うに，HPに加え，そ
れ以外の方法につ
いても検討する。

