（第 2 号様式）
学校名：県立平塚盲学校

平成２９年度 学校評価報告書（年間評価実施報告）
視点

４年間の目標

１年間の目標

（平成 28 年度策定）

・視覚障害によ
る学習上または ○ 視 覚 障 害 に つ い て
生活上の困難を
１

教育課程
学習指導

主体的に改善・
克服するための
専門的な指導を

の高い専門性と系統
性のある授業実践を
目指し、研修や研究の
機会を通して職員で学
び合い・支え合えるよ
うにする。

系統的に行う。

取 組 の 内 容
達成状況

課題・改善方策等

（ 1 月 30 日実施）

成果と課題

改善方策等

○年間を通して新着任者
研修および授業研究等の
研修・研究を効果的・継続
的に実施し、授業や講義
を見たり聞いたりするだけ
でなく、研修の講師となる
機会を持つことで自らの
知識や技能を見直し、他
者に伝え合いながら専門
性の向上につなげる。

○できるだ け多く の
職員が研修や研究
の機会を持ち、お互
いの知識や技能を伝
え合い、学び合うこと
ができ、それを授業
実践の場につなげる
ことができたか。

○新着任者研を年
間２７回、研究授業
を年間 9 回実施
し、視覚障害に関
する専門性と授業
力向上に向けた取
組みを計画的・組
織的に実施するこ
とができた。

○研究授業後の授業
研 究で は 一 般的 な意
見交換や感想の発表
にとどまることも多く、
よりテーマ性のある深
みのある授業研究を
進めていくことも必要
である。

○教員の研修や研究の
成果を保護者に還元し、
今年度実施した保護者
対象の「 歩行指導研修
会」のような研修会を積
極的に企画してほしい。

○新着任研 修会や プロ
盲タイムにおいて、本校
教員自らが講師となり、
組織的にお互いに教え
合い・学び合う体制がで
きてきた。今後、研修の
成果をどのように授業に
還元していくかが課題で
ある。

○視覚障害教育に関す
る知識や技能をさらに系
統的に身につけていける
ように研修研究を工夫
し、授業改善につなげて
いける手だてを検討して
いく。

○幼児児童生徒の
個々の実態の把握
または目標や手だ
ての設定において
個別教育計画を柱
とし、保護者も含め
た関係者の情報を
共有した上で作成
することができた。
専門職教諭と担任
の連携も必要に応
じてできつつある。

○専門職教諭との連
携についてはより組織
的に校内全体に 広げ
ていけるよう、システム
を整備していく。
○教員間や保護者と
のコミュニケーションを
密にし、必要な情報を
タイムリーに共有しな
がら支援にあたれるよ
うにしていく。

○視覚障害を持つ幼児
児童生徒の多様性には
独特のものがある。過去
の支援内容にとらわれ
ることなく、個のニーズ
に応じた最善の支援が
できるよう、一人ひとりの
自立へのロードマップが
必要である。

○複数のチ ームで計 画
から評価を行うことによ
り、より客観的で個別の
ニーズに応じた指導・支
援が行えるようになって
きた。今後は長期的な目
標と短期的な目標を明確
にし、目指す姿をより具
体的にイメージしながら
指導や支援にあたること
が必要である。

○幼児児童生徒にかか
わる複数教員チームの
それぞれの役割をできる
限り明確化し、多角的な
視点を持って指導・支援
を行っていく。また、チー
ムとしての振り返りの機
会を多く持ち、必要に応
じたタイムリーな指導・支
援の改善を行っていく。

○幼児児童生徒や
保護者が進路に対
する具体的なイメー
ジを持てるような取
組みを学校組織とし
て推進することがで
きたか。また、国家
試験合格にむけた有
効な支援を組織的に
行うことができたか。

○幼児児童生徒の
実態やニーズまた
はキャリア発達段
階に応じた進路支
援が実践できるよ
う、保護者面談・保
護者進路見学会・
ケース会を積極的
に実施した。また、
国家試験対策とし
て模擬試験や補習
などを実施すること
ができた。

○保護者や教職員が
幼稚部から高等部まで
の進路選択や進路決
定に係る流れについて
の具体的なイメージを
持てるような手だてを
今後検討していく必要
がある。
○幼児児童生徒の中
長期的な目指す姿を
保護者と共有し、丁寧
な進路支援を行ってい
く。

○幼児児童生徒の進路
指導においては、教員
の専門的な知識や技能
を与えるだけでなく教員
自らの経験や見聞が自
分の 経 験や 見聞 として
自覚できるような指導が
必要である。
○幼小中高の保護者が
一律に進路に関する情
報を得られるよう見学会
等の企画運営について
は配慮してほしい。

○高等部と進路支援部
が連携し、理療科体験プ
ログラムの取組みを行う
など、学校全体としてより
組織的に校内で連携した
進路支援の取組みを行う
ことができた。
○夏季休業中を中心とし
た補習体制を強化し、国
家試験合格に向けた 取
組みを組織的に行った。

○今後もさらに学校とし
て一貫性や継続性のあ
る進路支援となるよう、
幼小中高のそれぞれの
学部で進路支援を進め
る上でのポイントや課題
を整理し、進路選択や進
路決定の流れがよりス
ムーズなものになるよう
全校で検討し、情報共有
をしていく。

○弱視級を中心とし
た「学校間連携・学
校支援」、「乳幼児支
援」、医療や福祉・行
政等との「関係諸機
関との連携」という 3
本柱を中心に実際の
働きかけ（広報活動
や情報共有など） を
行いながら、それぞ
れ の ネ ッ ト ワ ーク の
構築・連携強化を推
進できたか。

○地域や県内の保
育園・幼稚園・小学
校・中学校とのネッ
トワーク作りにむ
け、 盲学 校 につ い
ての周知活動や巡
回相談等を計画通
り実施することがで
きた。
○学校案内用リー
フレットやポスター
を一新し、PR 活動
に利用した。

○東京都立久我山青
光学園との連絡会を
通して、特に視覚障害
教育においては教育
機関と医療機関の早
期からの連携協力が、
必要不可欠であること
を再認識した。県内の
医療機関についても、
どのようなつながりを
持てるか今後検討して
いく。

○地域における「盲学
校」はまだまだ知名度が
低い面がある。何をどの
ように学習しているのか
ということについての理
解を深めるためにも、そ
の特色をもっと前面に打
ち出して教育活動を行う
べき。

○「弱視級を中心とした
学校間連携・学校支援」
「乳幼児支援」医療や福
祉・行政等の「関係諸機
関との連携」という 3 本
柱を中心に、実際の働き
かけ（広報活動や情報共
有など）を行いながら、ほ
ぼ計画通りそれぞれのネ
ットワークの構築・連携強
化の推進を進めてきた。

○本校の地域のセンタ
ー的機能を充実させてい
く視点から、新たに構築
されたネットワークをより
質の高い視覚障害教育
の提供にどのようにつな
げていけば良いかという
ことについても多角的に
検討を進めていく必要が
ある。

態 を ふ ま え 、 課 ○幼児児童生徒の実 ○個別教育計画における
態を複数の目で確認し
題 を 的 確 に 捉 ながら正しく把握し、そ 長 期 目 標 や 短 期 目 標 の

内容を複数の教員で多角

え、個別教育計 の中 で適 切な 課 題や 的に考え、より 具体的な
目標設定にもとづいた
画 に も と づ い た 指導 や支 援を実 践す 系統性のある目標や手だ
指導や支援を組 る。

てとなるようにする。

○専門職等も含めた
複数のメンバーで幼
児児童生徒の実態
把握・目標設定・評
価を行い、チームに
よる指導や支援を実
践する ことがで きた
か。

織的に行う。
・幼稚部や小学
部を含む早期か
ら高等部まで自 ○幼 稚部 から 専 攻科

までを見通した一貫

分の将来につい 性・継続性のある進路
３ 進路指導・支援

支援の実現に向け、幼

て主体的に考え 児児童生徒の進路計
ら れ る よ う に 支 画を組織的に考え、全
校で情報共有できるよ

援 し 、 一 貫 し た うにする。
進路支援を行
う。
・関係諸機関や
地域とのつなが

○視覚障害教育に関

り を 強 化 し 、 連 する地域センター的機
携・協力・支援体 能を充実させるための
取組 み を組 織 的 に行

４ 地域等との協働

制 を 確立 す る と い、その成果や結果を
と も に 、 視 覚 障 校内で分析・検討しな
がら 県内 の視 覚 障害

害教育や盲学校 教育のネットワーク作
に関する情報を りを推進していく。
発信する。

総合評価（3 月 19 日実施）

評価の観点

一 人ひ とり の 実

幼児・児童・
生徒指導・支援

学校関係者評価

具体的な方策

・幼児児童生徒

２

校 内 評 価

○学部説明会や体験入
学または進路説明会や進
路懇談会等を計画的に実
施し、保護者等とできるだ
け早い時期に進路に関す
る情報を共有できるように
するとともに幼児児童生
徒本人・ 保 護者・ 教 員が
将来の進路選択や進路
決定に対するイメージ作り
ができるような発達段階
に応じた キャリア 教育の
視点を持った教育活動を
展開する。
○センター的機能の充実
に向けたプロジェクトチー
ムを立ち上げ、そのメンバ
ーを中心にして、弱視級
のある小中学校または乳
幼児教育相談等に係る幼
稚園や保育園および関係
諸機関（医療・福祉・行政
等）への働きかけや広報
活動を継続的に行い、そ
の成果や課題を全職員で
共有し改善につなげてい
く。

・安心安全な学

○幼児児童生徒が

校作りを推進し、 様々な訓練を通して、
組織として指導 自らが危険や危機を
察知し、状況に応じた

体制や管理体制 行動をとることができ ○「TPO」（時間・場所・状 ○様々な発災状況を
況）に変化を持たせ、シェ
想定した防災訓練等
の見直しや整備 るよう支援を行う。
イクアウト行動などの幼児
学校管理
５
学校運営

を進める。

児童生徒の自助行動を促
しながら、 防災 訓練 を実
施する。様々な状況を想
定し、危険や危機への対
応力が 身に つくよう に工
夫する。

を実施し、幼児児童
生徒自らが、早期に
危険箇所を把握した
り、主体的に自分の
身を守れるようにす
ることができたか。

○停電などの様々
な発災状況を想定
した防災訓練を実
施し、その中で幼
児児童生徒、教職
員が「自助」の意識
を持ち、主体的に
自分の身を守れる
ようにするための
避難動作を確認す
ることができた。
○平塚市役所、平
塚消防署や平塚警
察と連携協力し、
消火器訓練・ 放水
訓練・さす股訓練な
どを計画通り実施
することができた。

○火災時の出火場所
や震災時の建物の被
害状況に対応した一
時避難場所 の設定を
していくことが必要。視
覚障害者に配慮しなが
ら避難場所を複数設
定していくことも考えて
いく。
○防災協定を締結して
いる近隣施設との連携
の内容についても再確
認していく必要があ
る。

○防災訓練には「リアリ
ティ」が不可欠。あくまで
も実践的・現実的な訓練
の積み重ねを期待して
いる。

○防災訓練をはじめとす
る緊急時の対応訓練で
は様々な状況設定をする
ことで、 職員・ 幼児児 童
生徒ともに緊張感や自ら
が自分の命を守ろうとい
う意識を持って取組むこ
とができた。
○平塚市役所、平塚消
防署や平塚警察また は
近隣の横浜ゴム（株）や
平塚共済病院との 連携
協力体制を築き、防災や
防犯に関するネットワー
ク作りを進めることができ
た。

○今後もさらに様々な発
災状況を想定し、複数の
負傷者の設定や、利用
できな い避 難経 路の 設
定等 、 未 実施 の 想定 で
の訓練も盛り込んでい
く。
○日常的に防災に対す
る幼児児童生徒の意識
の向上のために、どのよ
うな教育活動が必要な
のか学校全体で組織的
に考えていく必要があ
る。

