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具体的取組

福井県立盲学校

学校評価書

成果と課題

個に応じた指導体制を整え、 ・教職員が児童生徒一人一人の実態や課題
児童生徒に主体的な学びを促
を的確に把握し、分かりやすく楽しい授
す教育支援を行う。
業づくりを目指して取り組んだ。そうし
ａ 一人一人の課題に応じた
た熱心な取組が児童生徒の授業満足度
教材・教具を工夫し、分かり
１００％という結果につながったと考え
やすく、意欲・関心を高める
られる。また、懇談や通信の内容を工夫
授業を実践する。
して学習の様子を伝えたことにより、保
ｂ 授業と家庭(学習)の結び
護者によく理解していただけたことは満
つきを強めた指導により、基
足のいく結果である。
礎的・基本的な学力や生活力 ・一方で、教職員の取組指数は目標を十分
の定着を図り、主体的に学ぼ
上回っているが、授業と家庭・授業と家
うとする力を育てる。
庭学習を結びつけた指導があまりできな
かったとする回答者がいたことには課題
が残る。指導にあたり見通しをもった計
画的な取組が十分にできていないと考え
る。

改善策・向上策
・教科会や学部会を充実させ、教材
研究や具体的な授業内容について
の検討・協議を行う時間を設け、
教職員同士が互いに知識や技術を
高め合いながら、より一層の授業
内容の充実に努めたい。
・見通しをもった授業計画を基に、
授業と家庭、授業と家庭学習を結
びつけていきたい。さらに、授業
で学んだ知識やスキルを家庭で活
用できるようにし、家庭学習が授
業につながるように努めたい。
・今後も学習方法等について家庭へ
の情報提供に努め、家庭と協力し
て児童生徒の学力・生活力の向上
に向けた学びを支えたい。

学校生活を通して、社会性の ・担任、養護教諭らと情報を共有し、児童生 ・いじめの未然防止、早期発見に努
育成に努める。
徒の学校生活の様子を速やかに把握でき
めるとともに、ＳＮＳの適切な利
ａ いじめの未然防止や早期
た。認知件数は０で、いじめを未然に防ぐ
用について、啓発を行っていきた
発見に努め、思いやりや助け
ことができた。
い。
合いの心をもって行動する児 ・児童生徒の９割が、集団での活動や学校 ・児童生徒の実態や教師の願いを踏
童生徒を育てる。
行事に積極的に参加し、協力して活動が
まえ、一人一人の個性が発揮でき
ｂ 児童生徒の協同的な活動
できている。しかし、
「思いやりの気持ち
る活動や自他の良さを認め合える
や学校行事への積極的な参加
や助け合いの気持ちをあまりもてなかっ
機会を設け、個々の自己肯定感を
を促し、豊かな人間関係を育
た」の回答が４割と、昨年度よりも高くな
高めていきたい。また、学部学科
む。
った。他者とのかかわりを感じる場とし
と連携し、道徳やＬＨでの個別指
て学校生活は大きな割合を占め、残念な
導や、異年齢集団での活動（学校
結果である。個々の理由は不明であるが、
行事や生徒会活動）を通して、自
一人一人が学業や進路、病気等の悩みや
分の行動や他者との関わり方につ
不安を抱え、他者を気遣う余裕がないこ
いて考えさせたい。
とも、一つの要因と考えられる。
児童生徒の自立と社会参加を ・担任を中心に児童生徒、保護者のニーズ
を聞き取り、個に応じた職場見学・実習を
目指し、関係機関と連携を深
実施したり、進路だよりや進路講演会を
め、進路指導の充実を図る。
通して様々な情報を提供したりすること
ａ 個々の進路目標を的確に
ができた。このように個のニーズに応じ
把握し、ニーズに応じた情報
た取組が、生徒・保護者の満足度１００％
収集と提供に努める。
につながったと考えられる。しかし、教職
b
関係機関と連携を図り、
員１名があまりできなかったと回答して
児童生徒に必要な進路行事を
いる点については課題が残る。
計画的に実施する。
・今年度、継続して関係機関へ出向き、理
解啓発活動を行ったことにより、新たな
機関と連携し、生徒の日常生活に関する
福祉制度のより充実した利用へとつなげ
ることができた。

・今後も、担任による面談、懇談会等
の機会を捉え、生徒や保護者のニ
ーズを丁寧に聞き取っていきた
い。担任と連携し、個に応じた系
統的な進路指導を進めたい。
・引き続き理解啓発活動に取り組
み、関係機関との連携を深めてい
きたい。そこで得られた情報につ
いて、教職員間で共有を図るとと
もに、児童生徒、保護者に積極的
に提供していきたい。
・進路だよりや進路講演会等の内容
を吟味し、卒業後の生活や進路に
役立つ内容、新たな情報等の発信
に努めたい。

児童生徒の生命を守り、健康 ・１箇所を複数で安全点検することによ
を維持するための安全で衛生
り、確実な事故の未然防止に努めた。
的な環境づくりを目指す。
・法改正に伴い、水害対策として垂直避難
ａ 安全点検や避難訓練を通
を行ったが、車椅子利用生徒の搬送法や
して、安全の確保と防災意識
避難後の対応など、今後の課題が明らか
の向上を図る。
になった。
ｂ 保健・給食目標を理解
・学校防災計画の大幅な見直しを行い、そ
し、年間を通して健康的な生
れに基づいた、より具体的・効果的な安
活ができるように指導する。
全の確保に努めた。
・昼食時の連絡会や保健だよりで、感染症
予防のためマスク着用や手洗いを繰り返
し呼び掛け、一定の成果は得たが、未だ
改善の余地がある。

・安全点検の実施前には、職員連絡
会等で必ずその重要性を説明し、
理解を求めたうえで、確実に実施
できるように努めたい。
・防災意識の向上と知識、技術の習
熟を目指して、水害に対する避難
訓練を学校防災計画に加え、搬送
法研修等にも取り組みたい。
・感染症予防のため、昼食時連絡会
や保健だよりを活用してマスク着
用や手洗いを呼び掛けるととも
に、その内容について見直し、工
夫したい。
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視覚障害教育の専門性を再確 ・専門性自己チェックについて、年度途中
認し、児童生徒の教育的ニー
での実施より年度末に実施し、次年度の
ズに応じた授業づくりのため
研修・研究に役立てる方が良いとの研究
の研究・研修活動を推進す
推進委員会及び図書・研究部内での議論
る。
を踏まえ、具体的取組ａについては評価
a 視覚障害教育の専門性を
を行わなかった。ただし、各専門研究部で
自己チェックし専門性を再確
の専門性自己チェックの検討を通して、
認する。
それぞれの専門性について議論を深める
ことができた。
b 専門研究部と連携を図
・教員による視覚障害教育の専門性を生か
り、視覚･情報支援機器等の
した授業づくり、及び生徒の視覚支援機
活用に関する研修機会の確保
器等の学習への活用について、ともにＡ
と、情報提供に努める。
＋Ｂの回答が１００％であった。授業研
究部や専門研究部の取組、生徒対象の研
修会や授業等での指導の成果と考えてい
る。

・年度内に専門性自己チェックによ
る評価を行い、その結果を次年度
の研修・研究計画に生かしていき
たい。また、自己チェックを教職
員自身の専門性向上の指標となる
よう活用を推進していきたい。
・教員や生徒対象のミニ研修会を今
後も継続して実施していきたい。
生徒数減少の中でも多様なニーズ
が考えられるが、テーマの設定に
工夫をしながら実施していきた
い。

関係機関と連携し、地域の幼 ・「子どもの実態や支援の方法」について、 ・相談対象者の年齢や発達段階が重
稚園・保育園・学校、視覚に
関係機関職員からは「よくわかった」
「必
複幼児生から大学進学を目指す高
障害のある乳幼児児童生徒に
要な情報をタイミングよく得られた」な
校生まで幅広く、相談内容は子育
対する支援センターとしての
どの回答があった。高校からは、他県の状
てや進路選択まで多岐に渡ってい
役割を充実させる。
況を含めて進路についての情報を求めら
る。本人･保護者･学校のニーズを
ａ 子どもの視機能や発達の
れた。
懇談などで丁寧に聞き取り、必要
様子、ニーズを踏まえ、見え ・幼児の保護者からは「教育相談を受ける
な支援の提案や情報提供をしてい
方や支援の方法について保護
ことで気持ちが楽になる」などの回答と
きたい。そのためにも校内や他校
者や在籍校に的確に分かりや
ともに、教育相談をもっと周知してほし
の情報も得ながら、事例検討を行
すく伝える。
いという要望があった。
い、専門性の向上に努めたい。
b 園や学校等への教育相談 ・今年度は園長会や眼科などへの啓発活動 ・視覚障害教育への理解を広げ、本
や、関係機関への啓発活動を
が実を結び、新規の相談につながるケー
校の教育相談を広く知ってもらえ
通して、視覚障害教育への理
スが比較的多くあった。
るよう、校内や関係機関と連携し
解を図る。
啓発活動を実施したい。
集団生活の中で個性を大切に ・今年度は特に、行事で舎生全員に役割を
しながら、コミュニケーショ
もたせ、協調性やコミュニケーション能
ン能力を高め社会性を培う。
力が育つよう積極的に働き掛けたこと
a 交流の機会を増やし、協
で、舎生自身の高い自己評価につなげる
調性やコミュニケーション能
ことができた。
力を育てる。
・
「日常生活の手引き」を活用した指導員研
ｂ 一人一人の課題に応じ
修で、支援の仕方の検討や工夫をし、定期
て、基本的生活習慣の習得を
的な舎生会議で共通理解を図り、支援に
目指した支援を行う。
当たったことから、寄宿舎指導員と保護
者の目標指数は達成できたと思われる。

･ 今後も日常生活や行事の中で、舎
生が個々の役割をもつ機会を増や
し、協調性や舎生同士の交流がさ
らに深まるように働き掛けたい。
・今年度舎生の実態に応じて見直し
た「日常生活の手引き」に即して、
今後も指導員研修や舎生会議の充
実を図り、一人一人の課題につい
て指導方法の検討に努め、舎生の
基本的生活習慣の習得に取り組み
たい。

児童生徒の人権感覚を育むと ・教員を対象とした人権研修を開催し、人
ともに、他者とのかかわりの
権と差別をめぐる問題と、拉致問題につ
中で人権意識の向上を図る。
いてビデオの視聴を含め学習した。
・児童生徒と教職員が、学校行事や特別活
動の場を通して、互いを尊重するととも
に助け合いを通して、人権感覚を育むこ
とができた。

・今後も職員研修等を通して、人権
意識の啓発と教育活動における人
権擁護の実践に取り組んでいきた
い。
・児童生徒が自己肯定感を高め、互
いを尊重し合いながら成長できる
よう、学校行事や特別活動を中心
に指導していきたい。

