
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

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

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。
合理的配慮を踏
まえて個々の教
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。

  取組指標：Ａ＋Ｂの合計は95％となり、目標の指標は
達成されている。Ｄの評価が高等部で1名いるが、全体
的には個別の指導計画の重点指導項目を合理的配慮
も考慮しながら、その目標達成に向けて取り組んでいる
姿勢が分かる。これを踏まえて、個別の教育支援計画
に合理的配慮の観点項目の記入欄を追加し、保護者
への合理的配慮に関する理解の向上を目指す。
　成果指標：Ａ＋Ｂの合計は89％となり、目標の指標は
達成されている。今回から児童生徒を対象とした指標か
ら教職員を対象とした指標に変更した。児童生徒自身
の評価ではないが、ほぼ9割の教職員が重点指導項目
を概ね達成できたと回答している。これからも重点指導
項目の目標達成に向けて取り組んでいる姿勢が分か
る。
　満足度指標：Ｅの割合は3％で、目標指数は達成され
てはいる。変わっていないと回答した保護者が昨年度よ
り減少している。学部別では、小学部低学年では0名、
小学部高学年では2名、中学部1人、高等部9人、合計
12人（総数で昨年度比1名減）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。

   どの指標においても目標とする指標は達成されてい
るが、これを継続するためには、
①児童生徒の実態を客観的に踏まえる方法を検討し改
善すること。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
の活用を図る。
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、合
理的配慮を踏まえた個別の教育支援計画の新書式の
運用の定着を図る。
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。
④教師同士の十分な話し合いと教材づくり等の授業準
備の時間を確保する。
の4点を継続して重点策としたい。
　さらに、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。

 2 児童生徒 2 児童生徒 2 児童生徒 2 児童生徒
　　指　　導　　指　　導　　指　　導　　指　　導

体育大会及び文
化祭において、
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、内容
の創意工夫をす
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９８％
以上が、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、保護者の４２％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、それぞれの学部の児童生徒が、自分の役割を意識
して活動できた。また、例年に引き続きリハーサルを１回
としたことで、児童生徒も見通しを持ちながら活動でき
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。来年は体育館のリフ
レッシュ工事のため、今までと同じようにはできない面も
あると思われるが、これらのことを継続し、児童生徒がよ
り意欲を持って活動できるようにしていきたい。

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

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。

　教職員の取組指標96％、成果指標86％、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。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、校内放
送によるお知らせなどによる成果であると考える。特に
取組指標の十分、ほぼ取り組めたという割合が昨年度よ
り増えている。6月に歯科指導を重点的に取り組んだこ
とや、目標に合わせて掲示物を工夫したこと等が評価と
して表れたと思われる。しかし、児童生徒の成果指標は
昨年度と変わらず、今後実践に結び付くよう、児童生徒
の実態に応じた教材や、教職員が指導する際に利用し
やすいものを紹介していく必要がある。また、保護者に
対しての満足度指標は95％で、学校からの情報が参考
になったという結果が得られた。

　保健・給食の努力目標について、校内メールで啓発
するとともに、各学部会で取組状況を確認しながら促し
ていったり、教材の利用について意見や感想を聞いたり
して、児童生徒の発達段階に応じてより活用しやすいも
のにしていきたい。また、廊下の掲示物や、校内放送を
利用して、直接児童生徒が見たり聞いたりして、意識で
きるように働きかけていく予定である。感染症や熱中症
の予防対策としては、感染の状況や、予防のための指
導のポイント等を早めに教職員に連絡し、児童生徒の
状況に合わせた対応ができるようにして防止に努めた
い。
　保護者に対しては、肥満防止対策や感染症予防につ
いてのポイント、食や健康について参考になる情報など
を分かりやすく発信していきたい。

学習系統表を作
成し、小中高の
指導の一貫性や
系統性を図る。

　取組指標の「有意義な研究を進めることができたか」
に対しては85％と目標の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77％と目標の80％には達しなかった。3年研究
の最終年を迎え、学習内容の系統表は完成させたが、
小中高の一貫性や系統性を見いだすところまでは十分
研究を深めることができなかった。
　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授業をしている」と
答えており、目標の90％を上回った。

　系統性のある学習内容の検討をテーマとした研究は
今年度で終了したが、研究のまとめとして、小中高で一
貫して大事にしたいことを最終の研究会（全体研究会）
で示し、共通理解を図った。また、作成した系統表につ
いてはデータをサーバーに入力するとともに印刷したも
のを各学部に置き、次年度からの研究や個別の支援計
画作成などに役立ててもらいたいと考えている。

教材教具データ
の活用を図る。

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95％、82％と目標の60％を上回った。教材の
データを紹介する研修会を開いたり、テーマを設けて教
材データを募集し印刷・回覧したりしたことが高い数値
につながったと思われる。

保護者評価による満足度指標については、96％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。

今後も、テーマを設けて教材データを募集するととも
に、データの整理も継続して行い、蓄積された教材デー
タが有効に活用され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
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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。

　教職員対象に行った「保護者への働きかけ（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85％となり、昨年度の89％から
4ポイント減少したものの、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。
　具体的な行事について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は校外に出たということも
あり参加者数がかなり減少したが、参加された保護者か
らは好評価を得た。また2月のＰＴＡ研修会は、昨年度
に引き続き「障害基礎年金について」というテーマに
沿って行い、今年度も参加者数が増えた。どちらの行事
も、研修委員会の保護者を中心に意見をまとめたため、
保護者のニーズに近い内容であったと思われる。おや
じの会に加えて今年度よりくらしを考える会を新たに企
画した。これらは嶺北親の会との合同企画であり、今後
さらに期待できると考える。
　一方、「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75％となり、昨年に比べ13ポイントも減
少した。同じ質問に対して教職員は91％で（昨年比5ポ
イント増）、保護者との意識のズレが顕著に表れた結果
となった。これを各学部ごとに見ると、昨年は（小学部
83％、中学部82％、高等部92％）であったが、今年度は
（小学部89％、中学部90％、高等部93％）となり、例年
課題とされた「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は減少傾向に
あると感じた。しかし、保護者との意識のズレについて
は、どの学部においても大きくなった。

　平成23年度より本校を会場に行ってきた親子レクリ
エーションだが、昨年度参加者数が減ったことを契機
に、例年保護者の意見で多かった「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。」などの意見を生かして、今年度は校外での実施と
なった。次年度より校内リフレッシュ工事期間に入るた
め、今後しばらくは校外での活動となる。今後も保護者
からの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。
　新しい組織体制のもとでのＰＴＡ活動は、今年4年目と
なる。「3年に1回以上は役員または委員を担当する」と
いう会則に従い、できるだけ多くの保護者が委員として
ＰＴＡ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は解消されていない。また、平成32
年に県知P連事務局が本校になることを踏まえ、新旧役
員の交代をかなり早い段階から調整する必要があるが、
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。
　保護者との協力関係における意識のズレについて
は、「協力したかったが参加はできなかった。」と感じて
いる保護者を拾えなかったと考えられる。来年度は、保
護者の意識も伺えるような質問項目に変えて実施した
い。また、今後もこの評価結果を生かして、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。

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55％
となり目標指数は達成できた。保護者の参観率を学期
毎に見ると、1学期の参観率は56％、2学期の参観率は
57％、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、昨年度が過去10年間で最
高の参観率を記録したためどの学部も減少した。学部
別に見ると、小学部低学年は81％、高学年は82％、中
学部は65％、高等部は36％であった。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、保護者自身のお子様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授業状況を知っても
らう機会としても重要であることを周知したい。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ていきたい。

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。

「取組指標」で将来の生活について児童生徒・保護者
の関心が高まるよう授業や行事を「工夫した」とする教職
員は、90.9%（昨年95.8%)。「成果指標」で児童生徒・保
護者の関心・意欲を高められたとする教職員は、
90.9%(同76.8%)、「満足度指標」で関心・意欲が「高まっ
た」とする保護者は、84.9%(同83.9%)となり、どの指標も
目標を上回った。

今年度は、中学部3年生が多く進路への関心が自ずと
高まったことや進路希望調査の内容を見直したこと、高
等部で実習評価表を見直したこと、新たに進路学習
ファイルを準備したこと、生徒が落ち着いた学習環境の
なかで実習に臨めたことなどが目標を上回る要因となっ
たと考える。

一方、関心・意欲が全く高まらなかった保護者がいる
ことや、実習評価表の活用を求める意見が保護者から
あったことからも、進路学習の内容や結果が生徒・保護
者・教職員で共有されるよう引き続き取り組んでいかな
ければならない。

現場実習について、実習の振り返りや次の実習先選
びの際に、生徒・保護者・教職員が課題を明確にするた
めに実習評価表をしっかりと活用できるようにする。ま
た、現場実習報告会は、他の生徒の報告を聞くことで学
ぶことも多く、今以上に他学年の生徒も参加するよう促
す。

高等部1年生の校内実習は、入学して間もない生徒
が、高等部3年間の進路学習計画や進路先などを知る
「進路ガイダンス」に変え、中学校から入学し戸惑う生徒
が安心して学習に取り組めるようにする。

進路指導部の取組は、高等部・中学部での取組がほ
とんどであることから、保護者に発行している進路通信
を全教職員が閲覧するようにして、各学部の情報を全
校に発信する。

保護者には早くから進路について情報を得てもらうた
めに、今後も進路説明会、企業施設見学会、各セミ
ナーへの参加を促す。
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７　特別支援７　特別支援７　特別支援７　特別支援
　　教　　育　　教　　育　　教　　育　　教　　育

地域の園や学校
を巡回し、気が
かりな幼児児童
生徒の教育相談
を行う。

　今年度目標を変更し、相談業務に関する事項とした。
本校コーディネーター4名は地域の園や学校の教職員
に対し必要な助言・援助をある程度できたと回答し、「取
組指標」については目標を達成した。しかし「成果指標」
については目標指数を下回った。今年度より就学相談
の折には必ず作成することになったため、就学相談を
担当したコーディネーター（2名）は「子育てファイルふく
いっ子」の作成のための援助が「ある程度できた。」と回
答した。園や学校への巡回相談では支援計画がすでに
作成済みであったり支援計画作成までにいたらなかっ
たりしたため、就学相談を担当しないコーディネーター
（2名）は援助が「あまりできなかった。」と回答した。その
ため、目標を下回ることとなった。地域の園や学校の教
職員を対象としたアンケートでは、「巡回相談を受け幼
児児童生徒についての理解を深めることができた」「幼
児児童生徒への支援方法を考え、実践することができ
た」という設問に対し「当てはまる」「ある程度当てはま
る」と回答した園・学校が70%を越え「満足度指標」につ
いて目標を達成することができた。

　 就学に関する相談業務の際に個別の教育支援計画
を作成が義務付けられた。また、巡回相談を受ける際に
も「子育てファイルふくいっ子」の基礎調査票や個別の
指導計画の提出が義務づけられるようになった。個別の
教育支援計画作成のための援助を行う機会は増える傾
向にある。それらのケース一つ一つに丁寧に携わること
により、より的確な援助が行えるようスキルアップに努め
ていきたい。

8　情報公開8　情報公開8　情報公開8　情報公開

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。

　「取組指標」「成果指標」共に目標を達成した。

　「取組指標」の指数は昨年と比べて増加し、特にAが
15%の伸びであった。学校全体としてホームページへの
意識が高まっており、何らかの形でホームページの紹介
に関与する機会が増えていることが伺えた。
　「成果指標」の指数が昨年に比べ減少した。昨年と比
べてAの回答が2%増えた一方で、Cの回答が7%増えて
いることから、本校の理解促進にはホームページは有
効だが、現状はあまり進んでいないと感じているのでは
ないかと思われた。

　「満足度指標」については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が昨年より８％増加した。また、「ホームページの内
容」については、指数は昨年と同じであったが、A+Bの
回答数が増加していた。
　これらのことから閲覧状況は年々増加傾向にあること
やホームページの内容については概ね良好であること
が示唆された。

　各校務部が主体となってホームページを運用する体
制になって2年目。徐々にホームページに関わる教職員
も増え、学校としてホームページに対する意識も高まっ
てきているように思われるが、更新回数はまだ各学期に
1～2回が精一杯という現状である。
　昨年度の反省を踏まえて、内容のマンネリ化にならな
いように各部の特色を出しながらも、新しい内容を積極
的に掲載するように働きかけたり、一部文書等をダウン
ロードできるようにしたりしてきた。
　各部のホームページの担当は、専属ではないため、
更新頻度を現状から大幅に増やすことは困難であると
思われるが、今後、ページの掲載内容とともに更新回数
を含む運用体制についてさらに検討していきたい。
　本校の理解促進という点では、保護者だけではなく、
周辺地域の小中学校、高校、福祉施設等の関係機関
にとって参考となる情報を提供できるようなホームペー
ジ作りを進めたり、外部団体への文書発送時にPRのチ
ラシを封入したりするなどの手法についても考えたい。

９　寄宿舎９　寄宿舎９　寄宿舎９　寄宿舎
　　生　活　　生　活　　生　活　　生　活

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。

　寄宿舎指導員へのアンケートでは、『取組指標』を見
てみると、個別の支援計画に基づいて行事計画を「十
分に、または、ある程度考えた」という回答がで100％に
達し、『成果指標』でも、舎生が「とても、または、ある程
度主体的に活動できた」とする回答が100％に達した。
これらについては、80％の目標を達成することができ
た。
　次に舎生の『満足度指標』を見てみると、回答が可能
な舎生に限定されたにせよ、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100％となり、目標の70％以上を達成し
た。
　保護者の『満足度指標』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97％と目標の70％以上を
達成できた。
　少数ではあるが、保護者の『満足度指標』において、
子どもが「あまり成長していない、全く成長していない」と
の回答が合計2寄せられたことは、今後の課題である。

　満足度指標のアンケートにおいて、舎生の回答は、
100％目標を達成したとはいえ、回答が可能な舎生のみ
であったとすれば、その他の舎生についても、客観的に
満足度を検証していかなければならない。
　保護者の『満足度指標』において、子どもが「あまり成
長していない、全く成長していない」との回答が幾つか
寄せられた。そこで、今後も、送迎の場を利用した保護
者との会話や連絡帳などを通して、舎生の成長のため
に何が必要かを保護者と共に考えながら、より効果的で
きめ細やかな支援を心掛けていく必要がある。


