平成２７年度
重点課題

重点目標

学校評価（総括評価表）

評価指標 （活動計画）

徳島県立鴨島支援学校
評

価

評価指標による達成度
・夏休みに計画していた「大島青松園見学」
について，参加者が集まらず中止した。
そ の結果，研修会は４回の開催となった。
・予定通り３回の研究授業を実施できた。 B
・研究授業後のアンケートで，すべての教
員 より「合理的配慮を考え」「今後の授業
に 生かせる」との評価を得た。
・10 月末の高等学校等人権主事研修会にて，
実践内容を報告することができた。

総合評価
（評定）

【教務課】
・各学部が保有する貸し出し可能な教材教
具 をリストアップし，使用の場や方法につ
いて 分類することで，学校全体で使用でき
る体制 を作る。

【教務課】
・活動計画通りに「他学部に貸し出し可能
な 教材・教具一覧」を作成し，職員会議
で周 知した。また，「分かりやすい教室表
示」 を作成して，設置した。

（所見）
A

【研究課】
・自立活動において，一人一人に応じた適切
【短期目標】
課 な 指導や支援を行うために，活動内容・社
会人 講師や外部講師からのアドバイス・配
慮事
項などを共通の書式にてデータ化し，
・各課が「合理的配慮」
情報を
共有する。
の視点から取り組むこ
・自立活動を担当する教員の 80 ％がデータを
とにより，児童生徒一
活用し指導に役立てる。
人一人の障がいやニー
ズに応じた支援につな
【特別活動課】
げる。
・学校生活における安全安心な環境作りのた
め の合理的配慮について検討する。
・実践した内容等を中間
・防災学習を３回以上実施する。
報告としてまとめる。
（１年目）
【人権教育課】
・研修会後のアンケートで「理解が深まった」
・実践した内容等を研究
「人権意識が高まった」との評価が 70 ％以上
紀要にまとめる。
になる。
（２年目）
・研究授業，授業研究会後のアンケートで「授
業改善に役立つ」との評価が 70 ％以上になる。

【研究課】
・社会人講師や外部講師からのアドバイス
な どをデータ化し，共通の書式を作成し
た。
・自立活動を担当する教員がデータを活用
す ることができ，指導にいかせることが
でき た。

B

【特別活動課】
・防災減災上の課題を確認し，取組可能な
項 目から順次実施することができた。
・各学部ごと年３回以上防災学習に取り組
む ことができた。

A

「合理的配慮」 【中期目標】
学校の教育活動全体を
の視点に基づい
た人権教育の推 通じて「合理的配慮」の
視点に基づいた，子ども
進
たち一人一人の安全安心
を確保し自己実現をめざ
す人権教育を推進する。
（２年間）

評価指標
・「合理的配慮」や人権に関する研修会を５回
以上開催する。
学 ・研究授業を各学部１回，年間３回以上実施
校 す る。
全 ・「合理的配慮」の視点で授業計画や授業改善
体
ができたとの評価が 70 ％以上になる。
・実践内容を中間報告及び研究紀要としてま
と める。

・「 合 理 的 配 慮 」 に つ い
て 理解を深めるととも
に， 教職員間で共通理
解を 図る。また人権意
識の 高揚を図る。
・「 合 理 的 配 慮 」 の 視 点
で， 各課業務の改善，
充実 を図る。
各

自己評価

【人権教育課】
・９０％以上の参加者より，研修内容につ
い て「理解が深まった」との回答を得る
こと ができた。
・９０％の教員より「今後の指導に活かす
こ とができる」との回答を得ることがで

【情報視聴覚課】
【情報視聴覚課】
・ ＩＣＴ活用の研修および授業実践の取組に ・「ICT 活用指導力が向上した」は，９０％
おいて「指導力が向上した」「学習活動に役
以上，「学習活動に役立った」は，８０％
立った」との評価が 80 ％以上になる。
以上の評価を得ることができた。
・ 個々のＩＣＴ活用の取組を全教職員が共有 ・全教職員が共通の書式で ICT 活用事例を
し，児童生徒の学習活動を充実させる。
作成・共有することができ，今後の指導
に 役立つ取り組みとなった。
【特別支援教育課】

【特別支援教育課】

A

・「 合 理 的 配 慮 」 の
視点で，児童生徒一
人一人の障がいに応
じた支援について，
ある程度つなげるこ
とができた。
各課における所見等
は，次のとおりであ
る。
＜教務課＞
教材教具のリストア
ップ化や分かりやす
い教室表示が実践で
きた。教材教具の活
用については広報す
る必要がある。

Ｎｏ１

学校関係者評価
学校関係者の意見
・初年度の取組としては
十分と思われる。今年度
の取組は，主に基礎的環
境整備についての取組で
ある。次年度は，一人一
人の児童生徒に沿った合
理的配慮について考えて
いく方向で取り組んでほ
しい。
・合理的配慮とは本人の
意向に沿った個別性の高
いものである。アンケー
ト結果によると研修会等
の保護者の参加率が低い。
特に、言語コミュニケー
ションが取りにくい重度
・重複障がいのある児童
生徒が在籍する本校の場
合、保護者と合理的配慮
について考える機会を持
つなど、保護者が参加し
やすい研修会の持ち方に
ついて検討すべきである。

・基礎的環境整備とは学
校等で実施されるスロー
プの設置や教材等機器の
配置を言う。その上で個
＜研究課＞
社会人講師からのア 々の児童生徒の意向に沿
ドバイスのデータ化 ったものは合理的配慮で
A を行うことができた。 ある。学校全体の基礎的
今後は実際に活用す 環境整備が進めば、個々
る中で，書式等の見 の児童生徒に対する合理
直しも必要である。 的配慮もより行いやすく
なるため、このような基
礎的環境整備と合理的配
＜特別活動課＞
災害の状況や児童生 慮の関係について十分理
徒の実態に応じた避 解しておくべきである。
A
難訓練を実施するこ
とにより，安全安心
な環境づくりのため
の合理的配慮につい
て考えることができ

・「個別の教育支援計画」に記載された支援の
手立てについて２回以上検討会を行い，校
内 支援会議や移行支援会議における一人一
人の ケース会で引き継ぎ資料として活用す
る。
・巡回相談活動の際，合理的配慮に関する基
礎 的な情報についての資料を配布し，各市
町村 や各学校の実情に応じた基礎的環境整
備や， 障がいのある幼児児童生徒への合理
的配慮の 在り方について，巡回活動におけ
る 80 ％の ケース会で取り上げる。

・「個別の教育支援計画」に記載された支援
の手立てについて，各学部ごと年２回の
検 討会を行い，進級や進学，進路先との
引き 継ぎ資料として活用することができ
た。
・巡回活動で訪問した 48 校中 38 校の学校
に 合理的配慮に関する資料を配布し，合
理的 配慮の在り方について 90 ％のケース
会で 取り上げることができた。（データ：
2/18 現在）

た。同様に防災備品
の検討や保管場所の
整備も行うことがで
きた。
B

＜人権教育課＞
人権に関する研修会
を通して，人権意識
向上を図ることがで
きた。また，研修会
や授業研究会を行う
活動計画
活動計画の実施状況
ことによって「合理
・研修会を実施し，人権意識の向上や教職員 ・様々な研修会を通して人権意識の向上を図ると 的配慮」がある程度
ともに，指定研究内容について共通理解を深め 理解できた。しかし，
学 間 の共通理解を図る。
校 ・各課業務の洗い出しを行う。
ることができた。
「合理的配慮」の職
全 ・各課業務の改善，充実に取り組む。
・各課の計画に基づいた取組が実施できた。
体 ・「合理的配慮」の視点に基づいた授業計画を ・人権年間計画や学習指導案等に「合理的配慮」 員間の共通理解につ
いては，更に研修が
人権教育年間計画に反映させる。
の内容を反映することができた。
必要である。
【教務課】
【教務課】
・各学部に分かれてリストの作成を行い，年 ・活動計画どおりにリストの作成，周知まででき
＜情報視聴覚課＞
内 に完成させ，職員会議で周知し活用を図 た。
ICT活用事例の作成
【研究課】
【研究課】
・共通書式の作成に生かすため，教職員から ・共通書式の作成項目や内容について検討を重ね を通して，一人一人
の障がいのニーズに
項 目や記入内容等についてアンケートをと 共通書式を作成することができた。
各 る。
・情報を共有し，自立活動にいかせることができ 応じた支援につなげ
ることができた。IC
・それぞれの教員が，共通書式を活用し情報 た。
T活用能力の向上や
課 を 共有することで，児童生徒の教育活動に
児童生徒の実態に応
【特別活動課】
【特別活動課】
じた活用については，
・災害発生時を想定し，児童生徒への防災学 ・年２回の避難訓練やＪアラートの全国一斉訓練
更に実践する必要が
等を通し，各学部や児童生徒の実態に応じた避
習 を充実するために課題を解決していく。
ある。
難の 仕方や災害 状況に応じ た避難経路 を検討
学校全体としての避難の仕方，避難経路
の表示，備品の活用及び保管場所の明確 し， 訓練に生かすことができた。
＜特別支援課＞
化，非常食や非常持ち出し袋の中身の確 ・防災備品活用法の検討や保管場所の整備を工夫
巡回相談活動におい
し，活用できるよう準備を整えることができた。
認及び保管場所，校内点検作業等
ては合理的配慮の在
・非常持ち出し袋の中身を季節で入れ替えたり，
り方に関する資料を
各児童生徒に必要な準備をすることができた。
情報提供することが
【人権教育課】
【人権教育課】
できた。今後は，児
・「合理的配慮」や人権に関する研修会を開催 ・人権に関する研修会を通して，人権意識の向上 童生徒の実態に応じ
する。
を図ることができた。
た「合理的配慮」に
・各学部で「合理的配慮」の視点で研究授業 ・児童生徒の「合理的配慮」を考え，研究授業等 基づく支援内容の焦
を 行う。また授業研究会を開催し専門家か
において実施できた。また，授業研究会におい 点化が課題である。
らア ドバイスを受け，一人一人の障がいや
て「合理的配慮」について検討し，共通理解を
ニーズ に応じた支援が行えるよう授業改善 図ることができた。
【情報視聴覚課】
【情報視聴覚課】
・iPad の基本操作と活用等についての全体研修会
・ICT 活用に関する全体研修会を２回行う。
・児童生徒一人一人の「個別の指導計画」に
を２回実施し，ほぼ全員が簡単な操作ができる
ＩＣＴ活用項目を取り入れて実践できるよ ようになった。
う に，パソコンや iPad 等のアプリケーショ ・「動画編集」「iPad タッチャーの製作」等の希望
ン ソフトの紹介や端末操作の研修等を行う。 研修を実施したり，各教員の要望に応じてアプ

次年度に残された課題
・一人一人の児童生徒
の要望に沿った合理的配
慮について考え、個別の
教育支援計画の策定にも
生かす。また、本人が参
画できる個別の教育支援
計画の策定方法も研究を
進める。
・児童生徒本人及び保護
者に対して障害者差別解
消法における（合理的配
慮）について理解を図る。
・多くの保護者が参加で
きるように，研修会の持
ち方を検討する。
・今年度の各課から取組
から生じた課題を解決す
る。

・各教員が一つ以上の活用事例を報告して， リケーションの検索や導入に取り組んだ。
そ れをまとめることで共有化を図る。
・全教職員が一人１事例以上の「ICT 活用事例」
・教職員の ICT 活用指導力に関するアンケー
の作成に取り組み，事例集にまとめることで共
トを２回実施する。（年度当初と年度末）
有することができた。
・年度当初は教職員のタブレット PC の活用状況
を調査し，研修内容の参考にした。年度末は，
知識や技術，指導力の向上等に関して高い評価
を得た。

【特別支援教育課】
・「個別の教育支援計画」の充実を図り，学部
間の引き継ぎや関係機関との連携に活用す
る。

【特別支援教育課】
・検討会を持つことにより，児童生徒の実態に基
づく支援の手立てについてより多くの教職員の視
点によるチェックを行い，修正を加えることがで
きた。また「個別の教育支援計画」を校内支援会
議や移行支援会議，関係機関との情報交換に活用
することができた。
・地域の幼，小・中，高等学校への巡回相談 ・巡回相談活動の中で国立特別支援教育総合研究
の 折に，幼児児童生徒，一人一人の教育活 所の『「合理的配慮」実践事例データベース』『関
動が 充実するよう，合理的配慮の在り方に 連情報』等に関する資料を配布し情報提供を行う
ついて 助言を行う。
と共に，要請に応じた助言・援助を行うことがで
きた。

