
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

教材教具データの活用
を図る。

教職員評価については、取組指標の「教材教具データ
を見たか」、成果指標の「データを指導上参考にできた
か」の問いに対して、それぞれ87.3％、75.8％と目標の
60％を上回った。データベースを紹介する研修会を開い
たり、新たに入力された教材教具をプリントして回覧したり
した成果が現れたものと思われる。しかし、成果指標につ
いては24.2％が「参考にならなかった」と答えている。ま
た、データを入力・閲覧した人からは、入力する情報量が
多すぎる、よく似た教材がたくさんあり煩雑であるなどの声
も挙がっているので、データベースを活用しやすくするよう
な工夫が必要である。

保護者評価による満足度指標については、98％が「児
童生徒の実態やニーズに合った教材作りをしている」と答
えており、目標の90％を上回った。

現在データベースに入力されている教材の数はかなり
多くなってきているので、今後新たに入力される教材の数
は限られ、それに伴い閲覧回数も少なくなると思われる。
指導の参考になるようなデータベースにするために、各学
部で行われている行事（遠足等）の学習で使用するパ
ワーポイントを使った教材など、よく使われている教材を
調査し、テーマを設けて募集することを試みたい。

また、入力する情報が多すぎる、よく似た教材がたくさん
あり煩雑であるなどの問題についても、活用しやすいデー
タベースになるように整理し直し、気軽に入力したり、容易
に目的の教材が閲覧したりできるようにしていきたい。

4 研究研修4 研究研修4 研究研修4 研究研修

授業実践を振り返りな
がら学習系統表を作成
し、小中高で支援の一
貫性や系統性を図る。

成果指標：この成果指標は、質問内容に回答できる児
童生徒のみを対象とした指標である。児童生徒総数の５
７%（１００名／１７６名）から回答があった。回答した児童生
徒は、学校の活動において、｢目標を持って｣が６０％もし
くは｢だいたい目標を持って活動できた｣が３３％、合計９
３％の割合になり目標指数を達成した。活動の目標をある
程度意識して活動ができていると考えられる。しかし、｢目
標がわからなかった｣と回答している児童生徒が７％存在
している。また、4３％の児童生徒の回答がない状況を踏
まえると、実態把握とそれに基づく重点指導項目の設定
が適切に行われていたのかにも着目する必要がある。満
足度指標：目標指数は達成されている。変わっていないと
回答した保護者が昨年度より増加し５．５％あった。学部
別では、小学部低学年及び高学年では0名、中学部４
人、高等部12人、合計1６人（総数で昨年度比３名増）の
保護者が変わっていないと評価している。特に高等部で
の回答者数が多い。取組指標：目標指数は9２．5％となり
達成された。昨年度同様にＤの評価がない点から重点指
導項目を意識しながら、その目標達成に向けて取り組ん
でいる姿勢が分かる。

 2 児童生徒指導 2 児童生徒指導 2 児童生徒指導 2 児童生徒指導

学校行事において、児童
生徒の理解に努め、個々
の活動意欲を育てるととも
に、創意工夫し思い出多
い活動となるようにする。

学習指導要領内容表
等を用いて、個々の実
態を踏まえ教育課程を
選定する。
個々の教育的ニーズが
より反映されるように個
別の教育支援計画の
書式等を見直し、それ
らの計画に基づいた教
育実践を推進する。

3 保健指導 ・食育3 保健指導 ・食育3 保健指導 ・食育3 保健指導 ・食育

 1 教育課程 1 教育課程 1 教育課程 1 教育課程
  　学習指導  　学習指導  　学習指導  　学習指導

教職員評価について、取組指標の「有意義な研究を推
進することができたか」に対しては目標の80％以上を上
回ったが、成果指標の「小中高の一貫性を見いだすこと
ができたか」に対しては73.4％と目標の80％には達しな
かった。目標に達しなかった理由としては、系統表の作成
がまだ途中であること、教科の指導内容の系統性はあっ
ても学部学年の段階としての系統性を見いだすことが難
しいものもあることなどが考えられる。来年度、学習系統表
を完成させる予定なので、再度問い直したい。

保護者評価による満足度指標については、96.7％が
「児童生徒の実態やニーズに合った授業をしている」と答
えており、目標の90％を上回った。

　

実践を振り返りながら学習系統表を作成することで、自
分の所属以外の学部で「どんな学習をしているか」は、お
おむね把握できたものと思われる。しかし、系統表を作成
するには、「どんな学習をしているか」だけでなく、「どんな
学習をしていくべきか」という視点で再度見直して系統表
を完成させていく必要があると思われる。さらに、今年度
は「卒業までに育てたい力」の要素を挙げて、教科・領域
グループごとに系統表の作成を開始したが、各要素が並
列的ではなく複雑に関係しあっているため要素別に表記
しにくい、要素によっては小中高の段階別に表わしにくい
ものがあるなどの課題点が出てきた。来年度もグループの
チーフ会を開いて進捗状況や課題を確認しながら、全体
として統一された学習系統表を完成させたい。
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　改善策・向上策としては、
①児童生徒の実態を客観的に踏まえる方法を確立するこ
と。
具体的には、学習指導要領内容表（もしくは発達段階に
応じた指導内容表）及びサポートブックに準ずる項目の実
態表、自立活動内容表など実態を捉えるための諸表の活
用を推進する。
②継続性のある長期的な目標とそれを実現するための短
期目標を設定するための取り組み。具体的には、個別の
教育支援計画と個別の指導計画との連動をより意識す
る。特に寄宿舎生に関しては、個別の教育支援計画を用
いて、寄宿舎と学校の共通理解を図り指導に活かした
い。
③個別の指導計画等を用いて保護者との懇談を通じ十
分な共通理解を図る取り組み。
④教師同士の十分な話し合いと教材づくりの時間を確保
すること。
の4点を継続して重点策としたい。

さらに、キャリア教育を背景とした12ヶ年の継続性を考え
た教育課程の運用に伴い、それの改善と運営にも取り組
む。

教職員の取組指標88.4％、成果指標86.3％、ともに目
標を達成でき、まったく取り組めなかったという評価は０で
あった。また、保護者の満足度指標は94％であった。熱
中症や感染症等の予防に関する情報の提供や毎月の保
健・給食目標に応じた教材の紹介による成果であると考え
る。しかし、保健指導や給食指導にあまり取り組めなかっ
たという取組指標11.6％、児童生徒があまり意識して行動
することができなかったという成果指標13.7％が評価とし
てある。これは、児童生徒の実態に応じた利用が難しかっ
たり、いろいろな情報が日々の指導に生かせなかったりし
たことからくる結果であると思われる。実践に結びつくよう、
児童生徒の実態に応じた教材の工夫や、教職員が指導
する際に利用しやすい情報の提示について検討する必
要がある。

保健指導では、感染症予防対策として、感染の状況
や、予防のための指導のポイント等を校内放送やメール
などで連絡するとともに、児童生徒の状況に合わせた対
応がなされているか、各学部で確認しながら感染防止に
努める必要がある。給食指導では、食に関して関心が持
てるよう、食材に関する情報の発信や掲示物の工夫等、
検討していきたい。また保健・給食の教材紹介では、児童
生徒の発達段階に応じて活用できるように見直し、指導に
役立つものにしていきたい。

性に関する指導では、年間指導計画の確認をするととも
に教材の紹介をしたり、教材の提供集めを呼びかけたりし
て、各学部の状況を把握しながら指導の推進を図ってい
きたい。

健康や食に関する情報
や教材などを提供し、
個のニーズに応じた保
健指導や給食指導を
推進する。

各学校行事において、ゆとりを持たせ安全で楽しいもの
とするように企画運営した成果として、教職員は１００％
が、保護者の９７％が十分あるいはおおむねできたという
評価を得ることができ、目標指数を達成することができた。
しかし、その内、保護者は３９％がおおむねできたという評
価であり、今後十分できているという数値を高めることを目
指して、更に児童生徒の活動意欲を高め積極的に参加
できる活動を企画運営していきたい。

体育大会では、小中学部と高等部の別日開催も定着
し、リハーサルも本番当日の天候を考慮しながら1回とした
ことで生徒も見通しを持ちながら活動できた。体育大会の
得点競技についての改善もなされ問題なく運営できた。ま
た、文化祭では高等部の生徒による準備や後始末もほぼ
定着し、自主運営によってより充実感を味わうことができて
いる。また校舎全体を使って様々な企画がなされ、学校
中が大いに賑 わいをみせた。高等部の製作品や野菜の
販売も盛況であった。今後もこれらを継続していきたい。

5 家庭連携5 家庭連携5 家庭連携5 家庭連携

日頃から保護者との連
携を密にし、保護者懇
談会や各種行事への
参加を働きかけて、さら
に意思疎通を図る。

平成23年度より本校を会場にして行ってきた親子レクリ
エーションだが、今年度参加者数が減ったことを契機に、
次年度は校外で行いたい、と考える。これまでも「校外施
設を利用した活動ができたらいい。」「参加者同士の交流
を深めたい。」など保護者からの意見も多く、今後も様々
なニーズを取り入れながら、多くの人が参加しやすい行事
を企画していきたい、と考える。

一昨年度より新しい組織体制のもとでＰＴＡ活動を進め
てきた。「3年に1回以上は役員または委員を担当する。」
という会則に伴い、できるだけ多くの保護者が委員としてＰ
ＴＡ評議員会やＰＴＡ行事などに出席してほしい、という意
図で取り組んできたが、毎回同じような顔ぶれが出席して
いるという実情である。また、新旧役員の交代はかなり早
い段階から調整しないと、スムーズに進まないという難しさ
もある。2～3年のスパンで役員がバトンタッチできるような
体制作りを整えながら、後継者への引き継ぎが無理なくで
きるようにしていきたい。

今後もこのアンケート結果を生かして、保護者と連携し
ながらより活発なＰＴＡ活動へつなげていきたい。さらに保
護者との協力関係や理解をより深めるために、担任を中
心に日頃から情報共有を意識的に心掛けていきたい。

教職員対象に行った「保護者へＰＴＡ行事や各事業、会
議への参加を働き掛ける。」という項目の結果は、全体の
数値が89％となり、昨年度の82％から7ポイント増加し、目
標指数60％を大幅に上回った。日頃から教職員が積極
的に保護者と連絡を取り合っていることが結果より見え
た。昨年度と比較すると、夏休みに行った親子レクリエー
ションの参加者数がかなり減少したが、2月のＰＴＡ研修会
は、障害基礎年金について・きょうだい支援等というテー
マに沿って行い、昨年度よりも参加者数が増えた。これは
特に保護者の関心が高い内容であったためではないか、
と思われる。

協力関係や理解を深めることができたと感じている保護
者は88％（昨年比4ポイント減）、同じ質問に対して教職員
は86％（昨年比同率）で、保護者のポイント数はやや減少
したものの、保護者、教職員ともに80 ％以上という目標指
数を上回る結果となっている。昨年度は学部が進むにつ
れ、保護者との協力関係や理解が得にくいと感じている
教職員がいるという結果が見られたが、（小学部97％、中
学部80％、高等部83％）、今年度は（小学部83％、中学
部82％、高等部92％）となり、高等部の数値が昨年度と比
較するとポイント数が増加した。



項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

                平成２７年度　福井県立嶺北特別支援学校　学校評価書                             平成２７年度　福井県立嶺北特別支援学校　学校評価書                             平成２７年度　福井県立嶺北特別支援学校　学校評価書                             平成２７年度　福井県立嶺北特別支援学校　学校評価書             

5 家庭連携5 家庭連携5 家庭連携5 家庭連携

日頃から保護者との連
携を密にし、保護者懇
談会や各種行事への
参加を働きかけて、さら
に意思疎通を図る。

　取組指標：授業参観の1年間における参観率は60％とな
り目標指数は達成できた。学校評価書の統計を取り始め
て最高の参観率となった。保護者の参観率を学期毎に見
ると、1学期の参観率は63％、2学期の参観率は64％、3学
期は54%で学期毎に見ても目標指数を満たすことができ
た。

各学部学年の参観率は、小学部高学年及び中学部で
は昨年比13ポイント増でそれぞれ80％から93％、59％か
ら72％に増加した。また、小学部低学年でも94％から
97％と3％増となった。しかし、高等部でも44％から43％と
1％減になった。学校全体では、高等部が他学部と比較
すると例年かなり低い数字となっている。

平成23年度から始めた年間の学校行事予定を保護者
へ年度始めに知らせることや授業参観日年3回のうちの1
回（2学期末）を進路指導部の行事と同日開催（2学期）す
ることで、中学部や高等部の保護者の参観者が増えてき
た。

授業参観は、児童生徒の活動や成長の様子を見ていた
だくよい機会として、今後も学期末に実施したい。また、自
分の子供が所属している学部だけでなく、他学部の児童
生徒の実態や状況を知る機会としての重要性を分かって
もらい、他学部の授業を参観するように周知したい。さら
に、保護者の関心が高い内容の学習会等を同日開催す
るなど、他校務部との連携を進めることで参観率の向上を
図りたい。

6 進路指導6 進路指導6 進路指導6 進路指導

児童生徒一人一人が
自ら進路選択ができる
よう、授業や行事などに
おける進路学習の充実
を図る。

今年度、進路指導部が企画運営する行事は、卒業生を
かこむ会、職業ガイダンスの実施時期を変更した以外は、
昨年までと同様であった。

そのような中で、教職員を対象とした「取組指標」は、「工
夫した」が９７％と高い数値となり、教職員の進路指導に対
する意識の高さを示している。一方、「成果指標」で生徒
保護者の意欲・関心を高められたとする教職員は７５．
３％で、工夫が必ずしも意欲・関心の高まりにつながって
いない、あるいはそう感じている状況が伺える。生徒の関
心・意欲の変化をたどれる手立てが必要と思われる。

保護者の「満足度指標」は８７．２％となった。卒業年次
に近づくにつれ保護者の関心が高まるのは当然で、成果
指標と同様に保護者も生徒の変化をたどる手立てがある
ことで、満足度は更に高まると思われる。

日常の学習の中で身に付けた力を、実際の企業や福祉
サービス事業所で発揮してみる現場実習（産業現場等に
おける実習）は、生徒自らが進路を考えていく上で大変重
要な機会となっている。実習に向けては、単に仕事を体
験するだけでなく、卒業後の自立に向けて様々なことを学
び、目標を持って臨んでいる。

しかし、例えば、実習先からの評価表は、担任は読むけ
れども、授業担当者まで読んでいることは少ない。生徒の
実習の振り返りや保護者懇談に生かしていることも稀で充
分活用されているとはいいがたい状況で、より記入しやす
く分かりやすい様式に見直しが必要でる。

また、進路希望調査や職場見学の記録、実習に向けて
生活単元学習やＬＨで学習した内容、実習の評価などが
綴られた進路学習ファイルを新たに準備し、進路学習が
より効果的につながるように工夫するなどの改善をすすめ
たい。

満足度指標のアンケートにおいて、舎生では1．７％とわ
ずかながら「あまり楽しくなかった」という回答が見られた。
これについては、個別に支援計画を見直しながら丁寧に
行事計画を見直していきたい。また、保護者についての
満足度指標アンケートにおいては、子供が「あまり成長し
ていない。」との回答が5％見られた。今後は、保護者と懇
談の場や連絡帳などを通して、保護者と連携を密にしな
がら、効果的できめ細やかな支援をしていきたい。

　地域の方を対象とした「れいほく学習会」で「インシデント
プロセス法」を用いた事例検討会を行うようになって今年
度で3年目を迎えた。参加者は年々減少傾向にあるが、
研修内容が即実践につながるため参加された方の満足
度は高い。今後は、もう少し多くの方に参加していただく
ために、周知の仕方や開催時期などについて検討してい
くことが必要と考える。

昨年度から、ホームページの運用を変更し、各校務部
が主体となって情報を発信するようになった。直接原稿を
編集したり、内容を目にする機会が増えることで教職員が
ホームページをもっと身近に感じ、意識の高まりにつなが
るのではないかと考えられる。引き続き、各部での主体的
な運用を進めていくとともに、ホームページに関する事項
（アドレスなど）を各種配布文書へ記載することを周知し、
保護者や地域への定期的な紹介に努めていきたい。ホー
ムページの広報紙作り、各校務部主催の研修会等での宣
伝活動など、保護者の目に触れる形でのPRにも力を入れ
ていきたい。

掲載内容については、ページによっては毎年同じような
内容の記載になっているものも少なくなく、変わり映えしな
い印象があるのかもしれない。各部の特色を出しながら
も、新しい内容（授業での活動も含む）を積極的に掲載し
たり、今年度はできなかったが、保護者が文書等をダウン
ロードできるような「使える情報」を創設したりするなど、情
報発信の強化と内容の充実に向けて各部と連携しながら
掲載内容について提案していきたい。

「成果指標」については、「研修会に参加して知りたい情
報が十分得られた。」が70%、「ある程度得られた。」が
20%、「あまり得られなかった。」が10%となった。また、「満
足度指標」についても「参加してとてもよかった。」８8.9%、
「よかった。」11.1%を合わせて100%であり、回答を得られ
たほとんどの参加者にとって、本校の研修会は意義あるも
のであったと思われる。さらに、「取組指標」でも目標指数
を達成できた。

今年度、地域の保育士、幼稚園教諭の方々に対象を
絞って「れいほく学習会」を開催したところ、参加者は4名
と昨年度同様少数であった。しかし、3グループに分かれ
てのグループワークでは参加者の方の実践をじっくりと検
討することができた。今後も小規模ではあるが、直接地域
の支援につながる取り組みとして、この研修会を開催して
いくことが望ましいと考える。

個別の支援計画に基
づいて、子どもを主体と
した「夏まつり」や「クリ
スマス会」などの行事に
取り組む。

「取組指標」「成果指標」共に目標を達成した。内訳を見
ると、「取組指標」については、A,Bの合計は昨年とほぼ同
じであったが、Dが0%になった。「成果指標」については、
Bが16%増加し、Cが10%減少した。これらの結果から、教
職員のホームページへの取組が徐々に高まりつつあり、
保護者や地域への情報発信もある程度できていると感じ
ていることが示唆された。

「満足度指標」についても2項目ともに目標を達成した。
内訳を見ると、「ホームページの閲覧」については、A,Bが
それぞれ１～2%の微増、Cが4%減少した。「ホームページ
の内容」については、A,Bの合計が昨年度より減少し、C
が5%増加した。これらの結果から閲覧状況については、ほ
とんどの家庭でホームページが閲覧できる現状となってお
り、閲覧回数はわずかではあるが、増加傾向であることが
うかがわれた。一方で「全く見なかった」との回答が減少し
たとは言え、約3割と昨年と同水準であったことや「情報が
少ない」と感じている割合が増加していることから、ホーム
ページの広報と内容に課題があることが示唆された。

9 寄宿舎生活9 寄宿舎生活9 寄宿舎生活9 寄宿舎生活

地域の方への研修会を
とおして、特別支援教
育に関する理解や支援
を推進する。

行事の様子や各部の
取り組みをホームペー
ジ上で紹介し，地域社
会や保護者の学校に
対する理解を深める。

7 特別支援教育7 特別支援教育7 特別支援教育7 特別支援教育

8 情報公開8 情報公開8 情報公開8 情報公開

寄宿舎指導員へのアンケートでは、取組指標の結果及
び成果指標の数値共にA＋Bで100％に達しており、目標
とする80％以上を上回った。これは、寄宿舎指導員が、個
別の支援計画に基づいて、子ども達が主体的に活動でき
る行事計画を考えた結果として、舎生達も各行事に主体
的に関わることができたものと考えられる。舎生に対しての
満足度指標を見てみると夏まつりやクリスマス会などの行
事が「とても楽しかった。」または、「まあまあ楽しかった」と
する回答が98.3％となり、目標の70％以上を達成した。最
後に、保護者に対しての満足度指標を問うアンケートにお
いては、子供が、寄宿舎の行事を通して「とても成長して
いる。」または、「まあまあ成長している。」と回答した人が
95％であり、目標の70％以上を達成できた。


