
○学校・家庭・寄宿舎
が連携し、幼児児童生
徒の生活自立および社
会自立に向けた目標の
達成度80％
○個々の実態から設定
した生活支援目標の達
成度80%
○ＨＰの随時更新、保
護者向け･地域向け広
報誌の発行等により盲
学校の魅力を発信す
る。

○各研修の参加率
80％以上。
○教職員・保護者への
各アンケートによる達
成度・満足度４段階評
価中３以上90％。
○効果的な視覚障がい
教育相談システムを
70％作り上げる。(２カ
年計画)

○避難訓練を計画通り４回実施。不審者侵入想定の避難訓練では、さすまたを
活用し、地震・津波対応避難訓練は地域住民と合同で実施した。
○寄宿舎の工夫した避難訓練（不審者、地震津波、火災）を計５回実施した。
○グループワークを取り入れ、考えながら実践する人権教育学習を実施できた。
○運動会前に外部団体の協力も得て職員・生徒合同の環境整備が実施できた。
○問題行動、いじめ等のアンケートを実施し、いじめ等は認められなかった。

○合同避難訓練では地域住民とのコミュニケーションを密
にする必要がある。近隣自治会との事前相談を重ね、内容
を改善していく。
○児童・生徒に身近な活動に焦点を当てた人権学習を実
施する。

○１学期は給食時に特化した緊急対応シミュレーション（嘔吐、窒息）を全体で実
施。２・３学期は学部毎に実態に即したケースを想定してシミュレーションを実施。
○給食指導カードを作成し、個別のケース会議を実施した（小・中学部）。次年度
高等部へ上がる生徒の給食指導に関するケース会議を中・高合同で実施した。
○１学期中に、必要な児童生徒の主治医訪問やリハビリ見学を実施できた。
○各学期末にヒヤリ・ハットの報告会を実施し、全体で共通理解を図った。

○緊急対応シミュレーションについては、次年度も研修の
仕方を工夫し、マニュアルが浸透するように繰り返し、いろ
いろなケースを想定して行う。
○主治医訪問については、実施方法についての病院側か
らの要望を踏まえ、相談内容を吟味して必要に応じて実施
する。

○研修チェックシートの利用法を一層浸透させるため、記入
例や活用方法を示したわかりやすい資料を作成し、利用率
の向上と、より実践的な活用を目指す。
○年度末に行った、年間の研修についての教職員へのア
ンケートを分析し、次年度以降の研修に活かす。

保護者や外部への情報発信を行い、
学校教育の理解度を高める。

○保護者向け広報紙「梅苑」地域向け広報
紙「盲学校だより」の発行（５回/年）・舎だよ
り（3回/年）
○ＨＰの随時更新
○ＨＰの内容検討会（1回/学期）

ＰＬ：総務主任
ＳＬ：舎務主任
ＳＬ：各学部主
事 4

○保護者向け広報紙「梅苑」、地域向け広報紙「盲学校だより」を予定通り５回発
行することができた。
○幼小中学部では、行事ごとに学部便りを随時発行し、また連絡帳等を通して
日々保護者に情報提供をすることができた。
○ＨＰを随時更新することができた。月７回程度、年間８５回の更新を行った。
○ＨＰの内容について、検討会のときだけでなく日頃から話し合うようになった。

○年度当初に「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の様式を改善するとともに、「学校
生活における視覚障がいに関する配慮事項(合理的配慮)について」のチェックシートを作成
して活用した。学習活動への活用も特に問題なく行われており、内容は妥当なものであった
と評価できる。
○幼児児童生徒一人一人に対して全職員で情報共有を行い、合理的配慮が適切に提供さ
れているかの研修会を行った。その他、定例の学部会や各種会議等さまざまな機会をとらえ
て幼児児童生徒への学校生活支援についての情報交換がなされた。
○年間を通して保護者面談や家庭訪問を行い、学校と家庭が連携して教育内容・教育支援
についての評価・検討を行った。

○本年度の実態や評価を受けて、書式や内容、項目につ
いて、より幼児児童生徒の実態を把握しやすく、内容も適
切な項目が備えられるよう、各様式の検討と改善を行う。
○個々の幼児児童生徒の合理的配慮について、今年度の
反省事項や要望事項を踏まえ、修正や内容の追加・変更
の必要性を検討する。

○点字講習会を８回実施、全職員対象の点字の課題を６回実施し、教職員の点
字スキルを向上、定着させることができた。
○各自の研修の目標管理、研修内容の記録のため、研修チェックシートを作成し
た。利用率は100％。シートの活用方法には改善の余地がある。
○グループ研修を各々実施し、３月に報告会を行い成果を全職員で共有した。
○11月に校内授業研究会を行い、中学部、高等部普通科の研究授業と、事後の
研究協議を実施した。合理的配慮、ＩＣＴ教材の活用、少人数学級における指導
の課題について活発な意見交換が為され、授業改善に繋げることができた。
○６月、１月に２週間ずつの相互授業観察を実施して、授業力向上に努めた。
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（健康）

命を守る
力を育て
る安心・安
全な学校
づくりの推
進

幼児児童生徒が自発的・主体的に判
断・行動できる力を人権意識を持って
育てる。

○工夫ある防災避難訓練の実施(４回以上/
年）
○自ら考える人権教育学習の実施（１回以
上/各学部・学期）
○児童生徒と行う環境整備（１回/月）
○安全点検（１回/月）

ＰＬ：生徒指導
主任
ＳＬ：人権教育
主任 4

○緊急対応シミュレーション(１回/各学部)
○安全・健康を重視した給食指導の研修（１
回/学期・各学部）
○保護者・医療・療育・福祉との連携強化の
取組
○ヒヤリハット研修会（１回/学期）

ＰＬ：保健主任
ＳＬ：各学部主
事
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○組織的なリスク管理
と危機管理により、学
校事故ゼロを達成す
る。

学校教育目標 中期目標 重点目標
　大分県の視覚障がい教育のセンターとして、障がいのある幼児・児童・生
徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援をとお
して、基礎学力の定着と向上を図り、社会参加と自立に向けて必要な資質
と能力を育成する。

１ 幼児児童生徒一人ひとりの特性と教育的ニーズに応じた教育を通して心身ともに豊かで、たくましく生きる力を育成する。
２ 自己効力感・自己肯定感の醸成を通して主体的に社会参加と自立に向けて取り組む姿勢や態度を育成する。
３ 視覚障がい教育に関する教職員の基礎的資質及び専門性を向上させ、視覚障がい教育のセンター校としての機能を充実する。

主体的・対話的に課題を発見・解決する体験を通して「生きる力」を育てる。
　（健康）命を守る力を育てる安心・安全な学校づくりの推進
　（自立）生活自立と社会自立に向けたキャリア教育の推進
　（感謝）専門性及び指導力の向上

学校関係者評価
分析・考察

○職員全体や学部別での
緊急対応シミュレーションに
計画的に取り組んでいる。さ
らなる安全体制強化のた
め、保護者や関係機関との
連携を一層深めてほしい。

○人権教育や防災対策に
積極的に取り組んでいる。
今後も、多様な状況での工
夫ある避難訓練を継続して
ほしい。地域と連携した避難
訓練を一層充実させてほし
い。安心・安全な学校作りに向けて、教職

員の危機管理意識を高め、関係機関
との連携を強化する。

次年度の改善策
自己評価結果

評価

平成２９年度学校評価（年間評価）

前年度評
価結果の

概要

○主幹校として全日盲研大分大会を成し遂げたことで、他の業務への意識に繫がり、教職員の視覚障がい教育の専門性を高めることに繫がった。
○児童生徒に関わる医療・療育・福祉機関との連携を取り情報共有することで、児童生徒一人ひとりに合った指導に活かすことができた。
○緊急シミュレーションや避難訓練を繰り返し行い、その都度、緊急対応マニュアルや避難マニュアルの見直しを行うことで、より安心・安全な学校作りを進めることができた。
○寄宿舎生の障がいの程度や発達段階に応じ、寄宿舎の機能を発揮して適切な生活指導を行うことで、社会で生きる力を育てる。
○視覚障がい教育の専門性や授業力の向上に向けて取り組み、学んだ知識を今年度以上に外部に発信していく。
○これまで行ってきたキャリア教育を一歩進めて、自ら進んで判断・行動する力を育てていく。

学校名 大分県立盲学校

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標
ＰＬ
ＳＬ

○各種教育相談を計画的に
実施しつつ、教育相談のマ
ニュアル作成にも積極的に
取り組んでいることがうかが
える。

教育相談における実施マニュアルを
作成する。

○来校相談、訪問相談の実施項目や課題を
整理(１回/学期）
○これまでの効果的であった教育相談事例
をもとに、汎用性のある教育相談手順と様
式を作成する。

ＰＬ：教育支援
主任
ＳＬ：教務主任
ＳＬ：各学部主
事
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○教育支援部の活動については、視覚障がい教育相談で、12月に「目と見え方の教育
相談会」の2回目を実施し、巡回相談や来校相談等の支援活動を行った。、本年度の
「目と見え方の教育相談会」弱視児担当者会、校内支援（学校ケース会議、他機関と
の連携等）、巡回・来校相談等の総活動件数は１５６件であった。
○教育支援部の業務の全体像を把握するために、教育支援部業務の体系図を作成し
た。また、業務を分類し、それぞれの業務について「業務手順書」の書式と記入例を作
成した。各係の担当者が手順書を作成した。

◯視覚障がい教育相談については、巡回相談、来校相談
共に継続して実施していく。
◯教育支援部の視覚障がい教育相談における地域支援に
関する業務（８業務）について、業務手順書を含めたマニュ
アルの完成を目指す。

○盲学校教育の専門性の
維持・向上のため、講習会
や課題学習、グループ研修
を熱心に行うなど、先生方
が忙しい中で研鑽を積んで
いることがうかがえる。
○研修チェックシートについ
て、その効果を上げるべく、
改善を進めてほしい。

○キャリア教育の充実に向
けた様々な取り組みを、各
学部での効果を高めるべく
継続・発展させてほしい。
○生活チェックシートは各生
徒の具体的な目標設定に役
立つ。活用状況や成果を検
証して、さらなる有効活用を
進めてほしい。

幼児児童生徒の自尊心や社会性、コ
ミュニケーション能力を育み、社会集
団の一員としての繫がる力を養う。

○様々な形での交流が積極
的に行われている。今後も
多くの交流体験をとおして自
信や積極性、協調性を養
い、社会と繋がる力を伸ば
してほしい。

一人ひとりのキャリア教育の目標を明
確にし、必要な生活習慣を身につけ、
自立した生活する力を育てる。

○キャリア教育の観点で体験活動や学習指
導の年間計画の作成・実施（１回/学期）
○キャリア教育についての情報発信（１回/
学期）
○幼児児童生徒による目標(学習と生活)の
設定・評価(学期１回)
○生活チェックシートを用いた自己目標の設
定・評価(１回/学期)
○生活支援目標の設定・評価・改善（２回）

ＰＬ：進路支援
主任
ＳＬ：舎務主任
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○進路希望調査を５月に実施し、それを参考にして自立活動指導計画の中に
キャリア教育の計画や体験学習を取り入れ実施した。
○大分商工会議所所報に現場実習の記事を掲載したり、技能発表会で事業所に
対して学校紹介を行うなど外部への情報発信に取り組んだ。
○寄宿舎研修において、生活の場での就労スキルの向上のため、大分支援学校
の進路担当者の講演を企画し研修を深めた。
○生活チェックシートをもとに生徒と面談を行い、個々の課題を明確にし、自己目
標を設定させた。各学期末の生徒への面談で達成度を確認し、目標を修正した。
○生活支援においては寄宿舎部会で生徒の実態の共通理解を図り、個に応じた
支援の検討を行った。

○特別支援学校技能発表会において理療科の紹介の場を
設けるなど、盲学校の技能発表会のありかたについて来年
度に向けて検討していく。
○生活チェックシートのより効果的な活用方法を考えてい
く。
○寄宿舎担任、学級担任、保護者の連携をさらに深め、情
報を共有しながら生徒への支援を行っていく。

○学校間交流（小中：1回/学期）（高等部：2
回/年）
○居住地校交流の取組
○校内行事の企画運営に児童生徒の参加
○幼児児童生徒主体の地域とつながる取組

ＰＬ：特別活動
主任
ＳＬ：教務主任
ＳＬ：各学部主
事 4

○居住地校交流を小・中学部で、学校間交流を小・中・高等部で予定通り実施。
○春季大運動会では幼児児童は計５つのプログラムに参加するなど積極的に活
動した。中高等部生徒は全員係活動に参加し教員とともに運動会の運営に携
わった。また、大分舞鶴高校のボランティアの生徒と交流をすることができた。
○九盲体育大会や九盲音楽大会に中高等部の生徒が参加した。九州各県の盲
学校生徒とスポーツや芸術を通して交流することができた。
○学校行事後にアンケートを実施し、学校行事の改善点を把握して、次年度への
申し送り事項として記録を残すことができた。

○来年度も、居住地校交流及び学校間交流を引き続き実
施しする。授業など集団での学習活動を多く体験させる。
○次年度も芸術緑丘高校を招待しての演奏会等の他校と
の交流行事を継続するとともに、国民文化祭への参加によ
り多くのや人々との交流体験をさせる。
○本校児童生徒へ盲学校内外での活動への積極的参加
を促し、社交性・コミュニケーション能力・自立性など社会と
繋がる力を養っていく。

4

総合評価
次年度へ
の展望等

○工夫ある避難訓練や緊急対応シミュレーションを重ね、その成果として大きな事故等も起こらず、安心・安全な学校作りをさらに進めることができた。今後も、学校防災マニュアルのさらなる充実と教職員への内容の徹底、関係機関との連携の強化を継続していく。
○居住地校交流や学校間交流を数多く行うとともに、積極的に授業に参加するなど、同世代の児童生徒との集団学習活動を充実させることができた。今後もこの取り組みを続け、積極性や協調性、社会と繋がる力を育てる。
○研修チェックシートや寄宿舎生活チェックシート、合理的配慮チェックシートなどの新たな取り組みに全職員で取り組み、一定の成果を得た。活用効果をさらに高めるため、次年度は利用方法の改善と実践、検証を行う。
○個別の指導計画、個別の教育支援計画の様式および活用状況の検証と改善を次年度も継続して、授業改善の推進とキャリア教育の一層の充実を図る。
○教職員の視覚障がい教育の専門性向上と、学校組織としての専門性の継承のため、研修成果を蓄積・共有する方策や分掌業務の整理・引継ぎについての検討を進める。
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○合理的配慮に基づく個別
の教育支援計画や個別の
指導計画は、年々内容が充
実してきている。さらなる改
善と、この取り組みの職員
への浸透を進めてほしい。

○保護者や地域向けの広
報誌を計画的に発行すると
ともに、これまで以上にHP
の更新や内容の充実に努
め、積極的に情報提供を
行っている。

○「梅苑」の内容について、学部に偏りが無いよう、掲載す
る行事を精選する必要がある。
○ＨＰの内容については、スピーディーな更新に努め、各学
部の動きを把握して記事の依頼をしていく。
○学校教育への理解度を高めるため、保護者に対し、視覚
障がいに関する記事や資料を発信していく。

（自立）

生活自立
と社会自
立に向け
たキャリア
教育の推
進

合理的配慮に基づいた授業改善に努
め、幼児児童生徒の主体的な学びの
力を育てる。

○合理的配慮に関する研修(２回/年)
○「個別の教育支援計画」「個別の指導計
画」の検証（１回/学期）
○個人（保護者）面談を実施して、教育内
容・支援を評価（1回/学期末）

ＰＬ：教務主任
ＳＬ：研修主任
ＳＬ：各学部主
事 4

（感謝）

専門性及
び指導力
の向上

教職員一人ひとりが、視覚障がい教
育についての自己目標に向けて取り
組む。

○グループ研修・点字課題（６回/年）、点字
講習会(８回/年）
○研修チェックシートを用いた自己目標設
定・取組
○相互授業観察（2回／年）
○授業研究会

ＰＬ：研修主任
ＳＬ：教育支援
主任
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