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№ 項目 回答者 評価項目 目標指数 成果と課題 改善策・向上策

1 小学部①
小学部
教員(除く
介助員)

授業研究会に参加し、目標の共有
や授業改善に取り組むことができ
たか。

100 ／ 80 達成

授業改善の取り組みも３年目を迎え、授業研究会用事例シートの改善も行われたこ
とにより、教員間で目標を共有してから授業を行うという、意識の向上は見られた。ま
た改善に当たっては、授業の集団を様々に変えながら実施することで、検討し改善し
ていく機会を広げることができたように思われる。

来年度は「児童生徒が主体的に学び、活動する授業づくり」をめ
ざし、低学年・高学年混合研究グループを結成して、発達年齢に
応じた授業のあり方やキャリア発達の視点について取り組んで
いきたい。

2 小学部②
小学部
教員(除く
介助員)

授業改善の取組によって、キャリ
ア発達の土台となる力を引き出す
ことができたか。

90 ／ 80 達成

達成はしたものの、B判定の教員が大半を示した。これは、キャリア発達の土台とな
る「力」の視点を、小学部においてどう定めるかに対して、今年度は曖昧なままスター
トしてしまったため、不安なまま取り組んでいた教員が多かったのではないかと思わ
れる。

来年度は、キャリア発達の土台となる「力」を引き出す視点を、4
月の時点で学部教員間で確認しあってからスタートしたい。その
後は実際に授業を行いながら学部内の縦のつながりで検証し、
発達年齢や精神年齢に応じて必要なキャリアについて取り組ん
でいきたい。

3 中学部①
中学部
教員(除く
介助員)

作業学習において、生徒が主体的
に活動する授業づくりに取り組む
ことができたか。

94 ／ 80 達成

各教師が授業改善に真摯に取り組んだ成果だと思う。補助具や環境設定等を工夫
し、また授業研究会を通して様々な意見を交換して授業に生かしていた。この取り組
みはとても有効なので継続していくとよい。

作業学習に限らず、生徒が主体的に活動する授業づくりを目指
して、授業研究会を通して次年度も引き続き実践していきたい。

4 中学部②
中学部
教員(除く
介助員)

作業学習において、キャリア発達
の視点から主体的な力やつけたい
力について、保護者や教員間で目
標を共有し、取り組み状況や成果
を伝える工夫ができたか。

89 ／ 80 達成

授業に入っている教師間で具体的な力について話し合いをもつことで共有できたと
思う。また保護者にも懇談会や日々の連絡帳で目標を共有する努力をしたり、昨年
度の反省を生かして伝える工夫をしたりしたことが成果につながったと思う。ただキャ
リア発達の視点についてはあまり意識できなかったので今後の課題である。

キャリア発達の視点や主体的な学びについて各教師が考え、意
見交換しながら、そのとらえ方を深めていきたい。

5 高等部①
高等部
教員（含む

実習助手）

長期目標を作成する際に、生徒や
保護者と面談や懇談を行ったり、
短期目標を作成する際に長期目標
の内容を確認したりして作成する
ことができたか。

93 ／ 80 達成

数年続けてきたことで教師の理解も進んだ。個別の教育支援計画作成の際に、担任
は本人、保護者と話し合いが持てたり、授業担当者が長期目標の確認をしたりする
ことができた結果と思う。今後も、目標だけでなく情報の共有は高等部内の課題であ
る。

高等部の教師間で目標などの情報共有を今後も図りたい。ま
た、本人や保護者が目標をしっかり把握し、学校だけでなく家庭
や地域でも目標に向かって取り組んでいけるよう、教師、本人、
家族との連携を密にしていきたい。

6 高等部②
高等部
教員（含む

実習助手）

授業研究を通して、キャリア発達
の視点で見えてきた育てたい力を
意識し、授業内容の改善ができた
か。

93 ／ 80 達成

昨年度から継続して、授業改善シートを利用したり、グループ別や全体の研究会を
数多く行ったりしたことで、日々の授業改善の意識につながったと思う。どのグループ
にも不登校傾向の生徒が増えているので、やりがいや意欲につながる授業作りが今
後も課題である。

研究会では個々の事例検討を通して、かかわりや授業内容を振
り返り、生徒のやりがいや意欲につながる授業について考えてい
きたい。

7 舎務部
寄宿舎
指導員

支援計画の目標を何項目達成でき
たか 96 ／ 80 達成

毎日の引き継ぎや階会議を通して、目標の達成度合いや指導方法について話し合
いを行ったり、目標の一覧を各階ごとの生活の記録簿に付けたりすることで、共通理
解のもと指導が行えた。しかし、昨年度に続いて全ての項目を達成できた数が少な
いので、目標の立て方や指導の方法などの工夫が必要である。

全ての項目を達成するために、目標を立てる時に、舎生それぞ
れに応じた段階の目標をより細やかに設定する必要がある。ま
た、寄宿舎生活以外の場所でもできるようになるために、より家
庭や学校との連携を深めていく必要がある。

8 学校管理① 全教員
危機管理マニュアルの研修を受け
て、個々の役割について理解を深
めることができたか。

92 ／ 80 達成
内容を絞り研修に取り組んだことで周知徹底することができた。不審者対応訓練につ
いては、紙面研修の形をとったが、研修後に感想を集めて改訂につなぐことができる
のが成果である。

情報機器に関するマニュアルの整備や、環境や感染症に関する
資料が十分に周知されていないなどの課題に取り組むことが必
要である。

9 学校管理② 全教員
さまざまな取組によって、危機管
理マニュアルの見直しの意識が高
まったか。

86 ／ 80 達成
昨年度作成した失踪マニュアルが実際の場面で役立った。今年度は大規模災害時
の児童生徒の引き渡しに関するマニュアルに取り組めたことが成果である。

実践をとおして直した方がよいところも見つかり、早速手直しを加
えることになった。これからも校内ディスカッションを経てマニュア
ル化につなげていくことが必要である。

10 校務分掌①
全教職
員

児童生徒の名前を呼ぶときに、年
齢など個を尊重した呼び方をする
ことができたか。

94 ／ 90 達成
教職員全体に「さん」付けで呼名する意識が高まっていると感じる。年度当初に「さ
ん」付けで呼ぶように申し合わせた学部もあった。外部からの入学生にも配慮してい
る。

場面に応じた呼び方に気を付けてはいるものの、本校の内部進
学者に対して「ちゃん」付けで呼んでしまうことがあった。また、指
導場面によっては呼び捨てにすることもあり、教員の共通理解の
徹底を図り改善しなければならない。

11 校務分掌②
全教職
員

顔と顔を合わせ、あいさつや会話
を行うことができたか。 100 ／ 90 達成

児童生徒に応じた挨拶が、いろいろな場面を通じて行われており、目標はほぼ達成
できている。

自分から挨拶ができる児童生徒もいるが、教職員からだけでな
く、学校全体でお互いに自然に挨拶を交わすことができるような
雰囲気作りに取り組みたい。
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№ 項目 回答者 評価項目 目標指数 成果と課題 改善策・向上策

1 小学部
小学部
保護者

授業公開日の様子や日々の連絡帳、
指導計画の評価などから、子どもが
一人一人の力を発揮しながら、活動
していたか。

96 ／ 80 達成
一名の保護者を除いては、ほぼ好意的な評価をいただくことができた。
保護者が一番に望むことは、我が子が毎日生き生きと活動できているこ
とにあるように思われる。

今後も保護者との情報交換を密に行いながら、取り組んでいきたい。
また保護者の中には指導体制や進路・将来に対してなどかなり不安感
を持っている方も多くなってきているので、外部との連携他保護者相談
システムなども必要になってきているように思われる。

2 中学部
中学部
保護者

作業学習において、子どもが目標と
した力をつけることができたか。

96 ／ 80 達成
授業研究会を通して話し合うことで授業の環境設定や教材、補助具が改
善され、生徒が作業学習に主体的に取り組むようになったことを、保護者
に評価していただいた結果だと思う。

目標とした力について懇談会の場で保護者の要望を聞いたり目標を
説明したりした。今後も保護者との連携を大切にして、生徒の目標を具
体的で分かりやすいものにしていきたい。

3 中学部
中学部
保護者

作業学習において、子どもの学校で
の状況について知ることができた
か。

96 ／ 80 達成

写真を添えて詳細に生徒の様子を連絡帳に書いて伝えたり、学部だより
に２回作業学習の取り組みを掲載したり、できた製品をすぐに持ち帰らせ
たりして、保護者に知らせた結果だと思う。学校での様子を知ることは大
切であるので、今後も取り組んでいきたい。

教員一人一人が意識を持って保護者に伝わるように工夫してきた。ま
た授業参観にもたくさん参加していただき、学校での様子を直接知って
もらったと思う。保護者からも様々なご意見をいただいた。今後も学校
での取り組みを理解していただけるように、丁寧にかつ分かりやすいよ
うに伝えていきたい。

4 高等部
高等部
保護者

担任との懇談や日々のやりとり（連
絡帳や電話など）で、子どもの目標
について担任と話し合うことができ
たか。

89 ／ 80 達成
懇談や日々の連絡帳のやりとり、電話での話し合いなどで、話し合いが
できていると実感していただいた結果だと思う。今後も取り組んでいきた
い。

今後も継続して、家庭と協力して取り組めるよう様々な方法で連絡を取
り合い支援していきたい。

5 高等部
高等部
保護者

子どもが、授業の中で学んだこと
を、自分の生活や現場実習に生かす
ことができていたか。

81 ／ 80 達成

あまりできなかったという評価の保護者も多く、ぎりぎりの達成であった。
家庭や現場実習で生かされたという実感が持てない状況が見られるの
で、できるようになったことの学校からの発信を積極的に行う必要があ
る。

学校ではできていることが家庭ではできないことがあるのだと思われ
る。家庭でできるようになるための工夫や環境などの情報を伝え、家庭
と協同でできるようより話し合いを充実させたい。

6 寄宿舎
寄宿舎生
保護者

支援計画の目標を何項目達成できて
いたか。

77 ／ 80 未達成

職員の中では達成できたと思ったことが、保護者には達成したと感じ取っ
てもらうことができなかったため、このような結果になったのではないかと
思われる。送迎の際の話の中や連絡帳、懇談を通して、もっと職員と保
護者との共通理解を深めていく必要がある。

目標の達成レベルが、職員と保護者との間で食い違うことが考えられ
る。目標設定の確認の時に、どの程度できるようになればよいかの共
通理解を図る必要がある。また、保護者から色々なことを気軽に相談
できる関係作りも必要だと思われる。

8 高等部
生徒①

職業・作業
ｸﾞﾙｰﾌﾟ生徒

先生や家族と話し合い、自分の目標
が分かり、取り組むことができた
か。

89 ／ 80 達成

自分の目標を理解し取り組めたと実感できた生徒が、9割近く占め、教師
や家族から目標について話が十分された結果と思う。一方で、忘れてし
まってできなかったという生徒も3名おり、目標を継続して意識できるよう
な工夫が必要である。

今後も継続して、学校や家庭で目標の確認をしていきたい。年間通し
て、その時々の目標を意識できるように本人、保護者と話し合う場を持
ち、維持できるような工夫もしていきたい。

9 高等部
生徒②

職業・作業
ｸﾞﾙｰﾌﾟ生徒

授業の中で学んだことを、自分の生
活や現場実習に生かすことができた
か。

89 ／ 80 達成
できたと思えた生徒が9割を占め、自身の行動の結果を振り返ったり、教
師や家族、外部からの評価を聞いたりしたことで、実感が持てたのだと思
う。こういう経験を積み重ね、自己肯定感を高めていきたい。

本人の無理のない目標を考え、学習してできるようになったことは本人
や家族にフィードバックし、できたことが自信につながるよう支援してい
きたい。

【保護者アンケート結果】

【生徒アンケート結果】
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判定基準（％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
① 一人一人の力を発揮した活動の達成

確認

② 作業学習における生徒の目標達成度

③作業学習において学校での状況の確認

④ 目標について担任との話し合い

⑤ 学習成果の生活や現場実習での活用

⑥ 支援計画の目標の達成数

A 十分できた

B おおむねできた

C あまりできなかっ

た
D 全くできなかった

無回答
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○先生や家族と話し合い、自分の

目標が分かり、取り組むことが…
A できた

B できなかった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

○授業の中で学んだことを、自分の生活や現場実習に生かすことができたか。（満足

度指標）

できた
できなかった



項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
・授業研究会で教員同士が児
童の様子を観察し検討し合う
ことで、目標の共有や授業改
善につなげる。

授業改善の取り組みも３年目を迎え、授業研究会
用事例シートの改善も行われたことにより、教員
間で目標を共有してから授業を行うという、意識の
向上は見られた。また改善に当たっては、授業の
集団を様々に変えながら実施することで、検討し
改善していく機会を広げることができたように思わ
れる。

来年度は「児童生徒が主体的に学び、活
動する授業づくり」をめざし、低学年・高学
年混合研究グループを結成して、発達年
齢に応じた授業のあり方やキャリア発達
の視点について取り組んでいきたい。

・児童一人一人が自分の力を
発揮できる授業づくりを進める
ことで、キャリア発達の土台と
なる力を引き出す。

達成はしたものの、B判定の教員が大半を示し
た。これは、キャリア発達の土台となる「力」の視
点を、小学部においてどう定めるかに対して、共通
理解が必要であったと考えられる。

来年度は、キャリア発達の土台となる
「力」を引き出す視点を、4月の時点で学
部教員間で確認しあってからスタートした
い。その後は実際に授業を行いながら学
部内の縦のつながりで検証し、発達年齢
や生活年齢に応じて必要なキャリアにつ
いて取り組んでいきたい。

・授業研究を通して、小集団で
の授業における環境・教材・
内容等について協議しながら
授業づくりに取り組む。

各教師が授業改善に真摯に取り組んだ成果だと
思う。補助具や環境設定等を工夫し、また授業研
究会を通して様々な意見を交換して授業に生かし
ていた。この取り組みはとても有効なので継続して
いくとよい。

作業学習に限らず、生徒が主体的に活動
する授業づくりを目指して、授業研究会を
通して次年度も引き続き実践していきた
い。

・キャリア発達の視点から生
徒一人一人について主体的な
力の意味を捉え、保護者や教
員間で共有する。

授業に入っている教師間で具体的な力について
話し合いをもつことで共有できたと思う。また保護
者にも懇談会や日々の連絡帳で目標を共有する
努力をしたり、昨年度の反省を生かして伝える工
夫をしたりしたことが成果につながったと思う。た
だキャリア発達の視点についてはあまり意識でき
なかったので今後の課題である。

キャリア発達の視点や主体的な学びにつ
いて各教師が考え、意見交換しながら、そ
のとらえ方を深めていきたい。

・長期目標の作成の際には生
徒や保護者と面談や懇談を行
い、短期目標の作成にあたっ
ては各授業担当者が長期目
標の内容を確認し作成する。

数年続けてきたことで教師の理解も進んだ。個別
の教育支援計画作成の際に、担任は本人、保護
者と話し合いが持てたり、授業担当者が長期目標
の確認をしたりすることができた結果と思う。今後
も、目標だけでなく情報の共有は高等部内の課題
である。

高等部の教師間で目標などの情報共有を
今後も図りたい。また、本人や保護者が目
標をしっかり把握し、学校だけでなく家庭
や地域でも目標に向かって取り組んでい
けるよう、教師、本人、家族との連携を密
にしていきたい。

・授業研究を通して、キャリア
発達の視点で見えてきた育て
たい力を意識し授業内容の改
善を図る。

昨年度から継続して、授業改善シートを利用した
り、グループ別や全体の研究会を数多く行ったりし
たことで、日々の授業改善の意識につながったと
思う。どのグループにも精神面で不安を抱える生
徒が増えているので、やりがいや意欲につながる
授業作りが今後も課題である。

研究会では個々の事例検討を通して、か
かわりや授業内容を振り返り、生徒のやり
がいや意欲につながる授業について考え
ていきたい。

１－４
生活の指導
（寄宿舎）

・支援計画の目標に対する取
り組み(①健康・体力・情緒②
基本的生活習慣③ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ④地域生活)を達成するため
に、保護者や担任との連携を
図り、指導方法の工夫と統一
した指導を行う。

毎日の引き継ぎや階会議を通して、目標の達成度
合いや指導方法について話し合いを行ったり、目
標の一覧を各階ごとの生活の記録簿に付けたり
することで、共通理解のもと指導が行えた。しか
し、昨年度に続いて全ての項目を達成できた数が
少ないので、目標の立て方や指導の方法などの
工夫が必要である。

全ての項目を達成するために、目標を立
てる時に、舎生それぞれに応じた段階の
目標をより細やかに設定する必要があ
る。また、寄宿舎生活以外の場所でもでき
るようになるために、より家庭や学校との
連携を深めていく必要がある。

・児童生徒の年齢など個を尊
重した呼び方をする。（全教職
員）

年度当初に「さん」付けで呼ぶように申し合わせた
学部もあるなど、教職員全体に「さん」付けで呼名
する意識が高まっていると感じる。外部からの入
学生にも配慮した呼び方を心がけているが、本校
の内部進学者に対して「ちゃん」付けで呼んでしま
うことがあった。

場面に応じた呼び方に気を付けてはいる
ものの、内部進学者に対する「ちゃん」付
けや、指導場面によっては呼び捨てにす
ることもあり、教員の共通理解の徹底を図
り、引き続き改善を目指していかなければ
ならない。

・心の交流を図るために、顔と
顔を合わせ、あいさつや会話
をする。（全教職員）

児童生徒に応じた挨拶が、いろいろな場面を通じ
て行われており、目標はほぼ達成できている。

自分から挨拶ができる児童生徒もいる
が、教職員からだけでなく、学校全体でお
互いに自然に挨拶を交わすことができる
ような雰囲気作りに取り組みたい。

３
組織運営
(学校管理)
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１ー１
教育課程
学習指導
(小学部）

１－２
教育課程
学習指導
（中学部）

１－３
教育課程
学習指導
（高等部）

２
組織運営
(校務分掌)

・危機管理マニュアルが運用
できるよう、研修を行い、個々
の役割について理解を深め
る。（全教員）

大規模災害時の児童生徒の引き渡しに関するマ
ニュアルに取り組むなど、内容を絞って研修に取
り組んだことで周知徹底することができた。不審者
対応訓練については、紙面研修の形をとったが、
研修後に感想を集めて改訂につなぐ成果をえた。
昨年度作成した失踪マニュアルが実際の場面で
役立ったが、新たな環境の変化に対応できるよ
う、研修内容などの継続的な見直しも必要であ
る。

情報機器に関するマニュアルの整備や、
環境や感染症に関する資料が十分に周
知されていないなどの課題に取り組むこと
が必要である。実践をとおして直した方が
よいところも見つかり、早速手直しを加え
ることになった。これからも校内ディスカッ
ションを経てマニュアル化につなげていく
ことが必要である。



寄宿舎における支援計画の目標達成に関する結果では、教職員(96％で達成)と保護者(77％で未達成)と
いった違いがある。保護者には、寄宿舎での指導の様子が見えにくく、評価しにくいのではないか。目標
や成果の共通理解のために、保護者への情報提供のあり方を検討すると良い。

・Ａ（十分できた）とＢ（おおむねできた）との合計が判定基準であり、80％が目標であったことについ
て、知らない保護者が多いと思われる。

・民間企業などでは、100％を目標として取り組んだ結果が達成率となるが、学校評価の目標達成率の基準
設定についての検討も必要ではないか。

・Ａ～Ｄの４段階で、真ん中の「普通」がないため、答えにくいと感じた保護者も少なくないと思われる。

・回答方法を、＋３～０～－３といったポイント制にして、「十分できた」と「おおむねできた」との回答
に差異をつけて、「十分できた」をより高く評価できるようにする方法もあると思う。

・不審者、大規模災害、感染症、食物アレルギーなど、見直しと研修を重ねていただいているが、想定でき
ない事態も増えてきているので、今後も見直しを継続していってほしい。

・学校内は安全だが、学校外の危険性が高い。また、通学区域が広いため、通学途上も心配である。失踪者
捜索などについては、保護者も学校に協力していくような連携も一緒に考えていきたい。

・高等部生徒に対して「○ちゃん」と呼ぶことに対しては、親しみを込めているととらえる保護者も多いと
思う。「○さん」と「○ちゃん」が混在して使われている中では、むしろ、「○ちゃん」と呼んでもらえ
ない子の方が気にすると思えるので、配慮してもらえるとよい。

・アンケートの分析の中で、精神面で不安を抱える生徒が増えているとあった。そのようないろいろな問題
を抱える生徒に対し、相談機関との連携や学校医との相談会などの様々な取組がなされていることを知る
ことができた。

・

・

・
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　(1)学校評価の目標に対する成果(達成度)や結果の分析は適切か。
　　　特に、①授業改善、②危機管理マニュアル、③人権尊重 について
　(2)その他（学校運営全般に関する御意見など）

　福井県立福井南特別支援学校　学校関係者評価委員（保護者代表委員７人、外部委員２人）

(1) 目標に対する成果および結果の分析について

①授業改善に関するアンケート結果について

②危機管理マニュアルに関して

（問）

（意見を聞いた方）

（意見）

○教職員と保護者のアンケート結果の違いについて

○目標指数に対する判定基準について

○アンケートの回答方法について

同じ項目に対するアンケート結果の違いや、生徒の呼称に対するとらえ方など、教職員と保護者との意識の
違いを感じるとともに、説明責任を果たしていくことの重要性を再認識した。学校内外の諸問題の検討に当
たっては、外部評価を含めた多面的な分析を心がけていきたい。

保護者委員の意見を踏まえ、保護者との協働も視野に入れた、よりわかりやすい学校評価と危機管理マニュ
アルの見直しに取り組んでいきたい。

学校評価における取組の中で表面化してきた課題を、教職員と保護者との中で広く共有し、学校の取組の改
善を目指して、次年度のスクールプランを検討していきたい。

③人権尊重に対する取組について

（学校関係者評価を踏まえた今後について）

(2) その他（学校運営全般）について


