
平成２４年度 第１回 学校評議員会

日 時 平成２４年５月２９日（火）

１０：３０～１４：１５

会 場 松本盲学校 校長室

次第 全体進行：教務主任

１ 委任状交付

２ 挨拶（校長）

３ 自己紹介（学校職員→学校評議員）

４ 説明及び質疑応答

（１）学校評議員制度の趣旨及び説明経過（教頭）

（２）平成２４年度松本盲学校評議員会の計画

（３）平成２４年度学校運営概要について（校長）

○学校運営ビジョン

○グランドデザイン

（４）学校づくりの具体

５ その他

（１）次回評議員会 １０月３０日（火）９：５０～１３：２５

（２）今後の主な行事

・６月８日（ ）開校記念体育祭、創立百周年「水仙の庭」除幕式

・６月１３日（水）～１５日（ ）北信越バレーボール大会（石川）

・６月３０日（土）創立百周年記念式典、講演会、祝賀会

・７月１１日（水）～１３日（ ）北信越野球大会（新潟）

・７月２０日（ ）授業参観日、ＰＴＡ作業

・７月２７日（ ）～８月２０日（月）夏休み

・７月２８日（土）目の教室

・９月７日（ ）授業参観日、ＰＴＡ作業

・９月９日（日）長野県障害者スポーツ大会

・１０月５日（ ）・６日（土）水仙祭、落語会

・１０月１２日（ ）～１３日（土）ふれあい教育展

・１１月２日（ ）～３日（土）創立百周年記念旅行

６ お礼の挨拶（校長）

長野県松本盲学校長野県松本盲学校長野県松本盲学校長野県松本盲学校



学校評議員制度について学校評議員制度について学校評議員制度について学校評議員制度について

【経 過】

平成１２年度・１３年度において県立学校においては学校評議員設置モデル事業を

実施し、平成１４年度より長野県立盲学校・ろう学校・養護学校評議員設置要綱に

基づき、各学校において学校評議員制が実施されることとなった。

松本盲学校においては、平成１２・1３年度に県のモデル校の指定を受け、両年

の試行を経て、平成１４年度の実施となった。

（実施状況）

モデル期

平成１２年度 第１回 １２月 ２日（土） 第２回 ３月 ３日（土）

平成１３年度 第１回 ７月２９日（日） 第２回 １１月１７日（土）

全特別支援諸学校実施

平成１４年度（以降の年度は、年3回実施）

第１回 ６月２２日（土）第２回 １１月３０日（土） 第３回 ２月 １日（土）

平成１５年度 ６月２１日（土） １１月２９日（土） ２月 ７日（土）

平成１６年度 ６月１９日（土） １２月１１日（土） ２月２６日（土）

平成１７年度 ７月 ９日（土） １１月１９日（土） ２月２５日（土）

平成１８年度 ６月２４日（土） １１月１８日（土） ２月１７日（土）

平成１９年度 ６月２３日（土） １２月 １日（土） ２月１６日（土）

平成２０年度 ６月２８日（土） １１月２９日（土） ２月 ７日（土）

平成２１年度 ６月２７日（土） １１月２８日（土） ２月 ６日（土）

平成２２年度 ６月２６日（土） １１月２７日（土） ２月 ５日（土）

平成２３年度 ６月２５日（土） １１月２８日（月） ２月 ７日（火）

学校評議員制度とは学校評議員制度とは学校評議員制度とは学校評議員制度とは

学校が保護者や地域住民等の信頼に答え、家庭や地域と連携し一体となって子学校が保護者や地域住民等の信頼に答え、家庭や地域と連携し一体となって子学校が保護者や地域住民等の信頼に答え、家庭や地域と連携し一体となって子学校が保護者や地域住民等の信頼に答え、家庭や地域と連携し一体となって子

どもたちの健やかな成長を図っていくためには、今後より一層地域に開かれた学どもたちの健やかな成長を図っていくためには、今後より一層地域に開かれた学どもたちの健やかな成長を図っていくためには、今後より一層地域に開かれた学どもたちの健やかな成長を図っていくためには、今後より一層地域に開かれた学

校つくりを推進していくことが重要である。校つくりを推進していくことが重要である。校つくりを推進していくことが重要である。校つくりを推進していくことが重要である。

このため、地域に開かれた特色ある学校づくりを一層推進していく観点からこのため、地域に開かれた特色ある学校づくりを一層推進していく観点からこのため、地域に開かれた特色ある学校づくりを一層推進していく観点からこのため、地域に開かれた特色ある学校づくりを一層推進していく観点から

①学校運営に関し、保護者や地域住民等の意向を把握し、反映すること①学校運営に関し、保護者や地域住民等の意向を把握し、反映すること①学校運営に関し、保護者や地域住民等の意向を把握し、反映すること①学校運営に関し、保護者や地域住民等の意向を把握し、反映すること

②学校運営に保護者や地域住民の協力を得ること②学校運営に保護者や地域住民の協力を得ること②学校運営に保護者や地域住民の協力を得ること②学校運営に保護者や地域住民の協力を得ること

③学校と地域の連携を一層強化するよう、学校としての説明責任を果たすこと③学校と地域の連携を一層強化するよう、学校としての説明責任を果たすこと③学校と地域の連携を一層強化するよう、学校としての説明責任を果たすこと③学校と地域の連携を一層強化するよう、学校としての説明責任を果たすこと

の実現を図るため、学校評議員制度を導入する。の実現を図るため、学校評議員制度を導入する。の実現を図るため、学校評議員制度を導入する。の実現を図るため、学校評議員制度を導入する。



過年度の協議内容過年度の協議内容過年度の協議内容過年度の協議内容

協 議 内 容協 議 内 容協 議 内 容協 議 内 容

平 ・学校運営概要・重点・ビジョン

成 ・改正学校教育法施行に伴う特別支援教育の推進

１９ ・校名変更について

・ ・学校グランドデザインと校内改革

２０ ・長野市内特別支援学校再編成計画案について

年 ・視覚障害に特化した松本盲学校の方向性

度 ・松本盲学校の将来と課題について

平 ・本年度の学校運営概要・重点・ビジョン

成 ・長野市内特別支援学校再編成計画案

２１ ・松本盲学校の将来と課題

年 ・視覚障害に特化した松本盲学校の方向性

度 ・学校自己評価について

平 ・本年度の学校運営概要・重点・ビジョン

成 ・松本盲学校の将来と課題

２２ ・視覚障害に特化した松本盲学校の方向性

年 ・学校自己評価を活かす学校づくり

度

平 ・本年度の学校運営概要・重点・ビジョン

成 ・松本盲学校の将来と課題

２３ ・視覚障害に特化した松本盲学校の方向性

年 ・学校自己評価を活かす学校づくり

度



平成２４年度長野県松本盲学校実施要項平成２４年度長野県松本盲学校実施要項平成２４年度長野県松本盲学校実施要項平成２４年度長野県松本盲学校実施要項

【１ 目 的】

学校評議員の皆様から、本校の教育活動全般の評価及び提言を得ることにより、

その後の学校づくりに活かすとともに、盲学校教育の将来像を考える一助とする。

【組織】

学校長、教頭、教務主任、学校評議員で組織する。但し、必要に応じ関係職員の

出席を求めるものとする。

教頭、教務主任は事務を司る。

【２ 評議員の選定】

地域の多様な意見を幅広く求めるという趣旨を踏まえ、できる限り幅広い分野か

ら学校長が選定し、県教育委員会が委嘱する。

人数は５人程度とし、次の要件を満たす人物とする。

１ 教育の振興について理解があること

２ 責任ある判断に基づき意見を述べること

【３ 会議】

年３回とし、次の日に開催する。会議時間は、概ね２時間として、幼児・児童・

生徒の様子を参観する時間を設定する。

第１回 ５月２６日（火） １０：３０～１２：３０ 松本盲学校校長室

１２：３０～１３：２０ 給食試食（休憩）

１３：２０～１４：１５ 学校参観

◇ 当日の午後は、学校公開（盲学校体験講座）になっています。

第２回 １０月２９日（火） ９：５０～１０：２０ 学校参観

１０：３０～１２：３０ 評議員会（校長室）

１２：４０～１３：２５ 給食試食（食堂）

第３回 ２月１５日（ ） ９：５０～１０：２０ 学校参観

１０：３０～１２：３０ 評議員会（校長室）

１２：４０～１３：２５ 給食試食（食堂）

【４ 内容・テーマ】

１ 特別支援学校としての松本盲学校の在り方について

２ 特別支援教育のセン ー的機能について

３ 今後の松本盲学校によせるニーズと役割

【５ 今後の予定】

１ 第2回評議員会において、学校自己評価中間まとめの審議を行う。

２ 第3回評議員会において、平成24年度の学校づくりの方向を審議する。



平成 2４年虔 松本盲学校の学校運営ビジョン 

 

1 学校教育目標  

【中期目標】 

２ 学校の課題 

（１）幼児児童生徒の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実、および障がいの重複

化・多様化への対応 

（２）視覚障がい教育の専門性の維持・継承 

（３）視覚障がい教育のセンター的機能の拡充  

３ 学校運営方針        

（１）【学びの喜びがもてる幼児・児童・生徒】 

～ 個別の指導計画の充実と活用を視点に 

（２）【自己研鑽に努め向上を目指す教師】～ 職員の専門性向上を図るために 

（３）【連携とネットワーク】～ センター的機能としての支援部（仮称）の充実を   

４ 今年度の重点と具体的な方策 

１．安全な学校生活の保障のために 

（１）日常学校生活での健康と安全  

   あ、個々の障害や日々の状況・課題について、部・科・舎間で情報の共有化をは

かり、同一の視点で指導や支援にあたる。 

    い、障害のある幼児児童生徒が安心で安全な学校生活を送ることができるよう、

常に学校環境や空間の工夫を心がけ、また、指導や支援にあたる自身の有り

様を見返す姿勢を持つ。 

２．教育的ニーズに応じた授業の充実 ～ 自立活動の視点を軸にする授業づくり 

（１）個別の指導計画の活用と評価（指導の一貫性を図るツールとして） 

   あ、作成時および評価時には、個々に関わる授業者による共感的な実態把握と目標

の設定および指導、評価を行う。→ 松盲のＴＴとなる 

○育む友情     ○元気なからだ    ○確かな学び 

１ 視覚に障がいのある幼児・児童・生徒が、学びの主人公として活躍できる学校 

2 視覚障がい教育のセンターとして、内部支援の充実を図るとともに外部支援の役割を

果たすことができる学校。 

3 学校をはじめ様々な場で共生社会の一員として生きていく意識と役割を育てる学校。 

４ より深い幼児児童生徒理解と適切な支援を追究する人権意識の高い学校。 

 



  い、自立活動の指導においては、一人ひとりの必要性から目標や指導内容を明確に

して指導する。自立活動担任者は、個別の指導計画をもとにアドバイスにあた

る。 

  う、各教科においても、個別の指導計画に基づく指導を意識する。 

  え、地域社会の一員として生きていくための交流及び共同学習の位置づけを明確に

し、校内外において計画的にすすめる。 

（２）一時間一時間の授業の充実 

   あ、見通しの持てる単元展開の構築を図り、明確な学習課題により児童生徒が達成

感と意欲のもてる授業づくりをめざす。 

い、自立活動の視点からの支援や配慮を明確にした授業づくりと教材の工夫を行

う。→ 一人でできる状況作りへ。 

  う、部科を超えたグループ研究の良さを活かし、キャリア発達等めざす姿を意図し

たトータルな視点からの授業研究を行い日々に生かす。→ 各教科の指導案や

教材のデータベース化 

３．教職員の資質と専門性の向上のために 

（１）同僚性を生かした研修の充実と、揺るがない専門性のある学校へ 

  あ、初任者研修（視覚障害理解および視覚障害教育の基礎研修）と点字研修 

  い、課題別によるグループ研修の計画・実施 

  う、中心講師招聘による全校研修会の実施 

え、認定講習（視覚）への参加による視覚障がいについての基礎の修得と免許取得 

～免許は盲学校に勤務するためのパスポート 

４．視覚障がい支援のネットワークづくりおよび盲学校のセンター的役割の充実等 

（１）内部にいきる外部支援、外部に生きる内部支援という双方向を意識し、組織的な

チーム支援体制を構築する。 

  あ、幼児児童生徒の指導・支援の充実のため、特別支援教育コーディネーター・教

育相談・自立活動担当者等による支援部（仮称）を組織しバックアップにあた

る。 

  い、部長による就学・教育相談の充実～卒業後の生活まで見据えた視点での相談 

  う、特別支援教育コーディネーター主導による計画的な支援会議の推進 

個別の教育支援計画の策定を急ぐ 

え、関係機関と密接に連携した外部支援を行うとともに、相談対象の児童生徒の自

立活動の力、および学びの場である地域校支援のレベルアップを図る。 

（２）松盲の歴史の節目となり、未来を指向する創立百周年記念事業の推進と、歴史物

資料室の充実・維持管理 

   



 
 

平成２4年度 松本盲学校グランドデザイン 
【学校目標と具体的なねがい】 

◎育む友情   ⇒人との関わり・コミュニケーション力の向上、思いやる心 

◎元気なからだ ⇒日常的な健康管理、体力の維持・向上、障がいの自己理解 

◎確かな学び   ⇒一人ひとりにあった適切な教育課程、自ら考え自ら学ぶ力  
 

１ 個別の指導計画を活用し、指導の一貫性を図りま

す。 

（1）授業者のていねいな実態把握と目標設定により、

共感的な指導、評価を行います。 

（2）各教科・自立活動の指導では、個別の指導計画を

もとに一人ひとりの必要性から目標や指導内容を

明確にして指導します。 

（3）地域社会の一員として生きていくための交流及び

共同学習の位置づけを明確にし、校内外において

計画的にすすめます。 

２ 一時間一時間の授業を充実します。 

（1）見通しの持てる単元展開と明確な学習課題によ

り、児童生徒が達成感と意欲のもてる授業づくり

を行います。 

（2）自立活動の視点から支援や配慮を明確にした授業

づくりと教材の工夫を行い、一人でできる状況づ

くりをめざします。 

（3）職員のグループ研究の良さを活かし、めざすキャ

リア発達の姿を意図したトータルな視点からの授

業研究を行い日々にいかします。 

【重点１】自立活動の視点を軸にする

授業づくりにより、教育的ニーズに応

じた授業を充実します 

 
１ 外部への支援、内部への支援が双方

向にいきることを意識し、組織的な

チーム支援体制を構築します 

（1）幼児児童生徒の指導・支援の充実の

ため、支援チームを組織し、バックア

ップにあたります。 

（2）卒業後の生活まで見据えた視点で就

学・教育相談を行います。 

（3）特別支援教育コーディネーターが主

導し、計画的に支援会議を推進します。 

（4）個別の教育支援計画を早期に策定し

ます。 

（5）関係機関と密接に連携した外部支援

を行い、対象児童生徒の自立活動の力、

在籍地域校の支援力レベルアップを図

ります。 

２ 松盲の歴史の節目となり、未来を指

向する創立百周年記念事業の推進と、

歴史物資料室の充実・維持管理につと

めます。 

 

（1） 初任者への視覚障がい理解・視覚障がい教育の基礎研

修と、全職員の点字研修を充実します。 

（2） 課題別によるグループ研修を計画的に実施します。 

（3） 中心となる講師を招き、全校研修会を実施します。 

（4） 視覚障がい教育に関する講習会へ参加し、視覚障がい

についての基礎の修得と免許取得をめざします。 
 

【重点３】視覚障がい支援のネット

ワークづくりをすすめ、盲学校のセ

ンター的役割を充実させます 

 

【重点２】同僚性を活かした研修を充実

し、揺るぎない専門性を高めます 

［関係形成力］ 

人との関わり・コミュニケーション力の

向上、思いやる心の育成 

［自己理解と体づくり］ 

障がいの自己理解、体力の維持・向上 

［学力向上］ 

基礎的・基本的な学力の定着 

自ら考え自ら学ぶ力の育成 

めざす教師像 ・より深い幼児児童生徒理解と適切な支援を追究する人権意識の高い教師 

・情報の共有化をはかり、同一の視点で指導や支援にあたる教師 

・安心安全な環境や空間を工夫し、自身の指導支援の有り様を見返す姿勢をもつ教師 

 

 



平成２４年度 松本盲学校の学校づくりの具体平成２４年度 松本盲学校の学校づくりの具体平成２４年度 松本盲学校の学校づくりの具体平成２４年度 松本盲学校の学校づくりの具体

松本盲学校に就学してよかったと感じる学校にするための取り組み松本盲学校に就学してよかったと感じる学校にするための取り組み松本盲学校に就学してよかったと感じる学校にするための取り組み松本盲学校に就学してよかったと感じる学校にするための取り組み

１ 「個別の教育支援計画」の作成１ 「個別の教育支援計画」の作成１ 「個別の教育支援計画」の作成１ 「個別の教育支援計画」の作成

（１）個別の教育支援計画の充実（１）個別の教育支援計画の充実（１）個別の教育支援計画の充実（１）個別の教育支援計画の充実

① 「個別の教育支援計画」とは① 「個別の教育支援計画」とは① 「個別の教育支援計画」とは① 「個別の教育支援計画」とは

障がいのある幼児・児童・生徒の一人ひとりの支援ニーズを把握し、教育の視点から

適切に対応していく考えに立ち、「福祉」「医療」「労働」の関係機関と連携を取りなが

ら、早期教育期から盲学校卒業までの長期的な視点に立って、一貫して的確な教育的な

支援を行います。そのためには、担任が代わっても、受け持つ幼児・児童・生徒の支援

方法は変わらない「個人カルテ」のような指導計画を作成します。

② 「個別の教育支援計画」の内容② 「個別の教育支援計画」の内容② 「個別の教育支援計画」の内容② 「個別の教育支援計画」の内容

○学校・家庭・地域・関係機関の支援内容と役割分担

○本人や保護者の将来の願い

○学校・家庭・地域・保護者とで確認し合った支援目標

（２（２（２（２））））「個別の教育支援計画」作成のメリット ＝ 家族を応援する「個別の教育支援計画」作成のメリット ＝ 家族を応援する「個別の教育支援計画」作成のメリット ＝ 家族を応援する「個別の教育支援計画」作成のメリット ＝ 家族を応援する

① 本人・家族の教育的なニーズがはっきりすることから、支援方向の明確化① 本人・家族の教育的なニーズがはっきりすることから、支援方向の明確化① 本人・家族の教育的なニーズがはっきりすることから、支援方向の明確化① 本人・家族の教育的なニーズがはっきりすることから、支援方向の明確化

本人・家族の教育的な要望を柱として、その幼児・児童・生徒に応じた支援を組み立

てます。

② 保護者の苦しみ、苦労の軽減② 保護者の苦しみ、苦労の軽減② 保護者の苦しみ、苦労の軽減② 保護者の苦しみ、苦労の軽減

成長し学齢が上がると、生活の場も変わっていきます。その行く先々で何度も同じ説

明を繰り返すことに保護者は疲れ、学校からの指示や判断がその都度異なっていると不

信感が生まれてきます。その子に支援が必要な時は、いつでも立ち返ることができるル

ーツにします。

③ 「家族支援」につながる③ 「家族支援」につながる③ 「家族支援」につながる③ 「家族支援」につながる

本校の教育は、その子を支援することはもちろんのことであるが、その保護者、家族

を支援することが何より、その子のためになります。保護者、家族に「障害受容」を支

援し、これからの生活を豊かにする方向へつなげます。

④ 「できる支援④ 「できる支援④ 「できる支援④ 「できる支援」」」」・支援資源のメニュー表に・支援資源のメニュー表に・支援資源のメニュー表に・支援資源のメニュー表に

社会参加を進めるには、その子のもつ身体的、心理的、生活上の困難や課題を支援す

ることが必要です。そのためには、その子に関わる支援の「支援資源のメニュー」を明



確にすることで、「今できる支援」「将来的にできそうな支援」など長続きした安定した

支援になります。

（３（３（３（３））））「個別の教育支援計画」の作成と活用「個別の教育支援計画」の作成と活用「個別の教育支援計画」の作成と活用「個別の教育支援計画」の作成と活用

① 担任が中心となって、その子の実態を把握し、支援ニーズの明確化① 担任が中心となって、その子の実態を把握し、支援ニーズの明確化① 担任が中心となって、その子の実態を把握し、支援ニーズの明確化① 担任が中心となって、その子の実態を把握し、支援ニーズの明確化

＜実態把握に内容＞

Ａ 学校における支援情報の収集

・その子の学習や生活の特徴的な姿をとらえます。

・どんな場面で、どんな支援を必要なのかをとらえます。

・その子のもっている能力（力）をとらえます。

・様々な諸検査の結果とその子の実態から、目標とする姿を考察します。

Ｂ 保護者から提供いただく支援情報

・家庭での様子の把握し理解します。

・現在までの療育歴や支援の経過を把握し理解します。

・現在の生活や将来に向けての本人や保護者の願いを理解します。

Ｃ 関係機関からの支援情報の収集

・障害者総合相談支援セン ー

・行政機関

・福祉機関

・ハローワーク

・その他

② 担任が中心になって、支援目標と支援者を検討② 担任が中心になって、支援目標と支援者を検討② 担任が中心になって、支援目標と支援者を検討② 担任が中心になって、支援目標と支援者を検討

その子が生活するなかで、「障がいがあるために考えられる制約や困難を改善・克服

し、豊かな生活をおくるために必要なこと」を視点として、担任が支援目標を設定しま

す。支援目標は毎年変えるのではなく、おおむね３年間を見通して計画する。（幼稚部

入学時、小学部入学時、小学部４年生時、中学部入学時、高等部入学時、理療部入学時

を目安にします）

さらに、支援目標に対して、学校、保護者、その他関係機関も含めて、「だれが」「ど

んな支援を」「どんな場面で」できそうなのかを相談しながら検討します。

③ 特別支援教育コーディネー ーが中心になって支援会議を開催③ 特別支援教育コーディネー ーが中心になって支援会議を開催③ 特別支援教育コーディネー ーが中心になって支援会議を開催③ 特別支援教育コーディネー ーが中心になって支援会議を開催

担任が作成した「個別の教育支援計画」をすべての支援者が計画を共通理解しするこ

とが大切になります。そのためには、特別支援教育コーディネー ーが担任、その子の

教科や学習を支援する職員（支援者）、保護者、関係機関と連絡を取りながら支援会議

を開催します。



支援会議のなかで、その子の実態や支援目標の共通理解をし、それぞれの立場から、

・実態のとらえは適切であるか。

・実態にそぐわない支援目標になっていないか。

・適切な支援になり得ているか。

・担当する立場からどのような支援が可能なのか。

・どこの部署と連携を図ればよいのか。

などを検討していきます。

そして、最終的に保護者の確認を受けて「個別の教育支援計画」が、支援者、関係機

関に配布され、それぞれの立場から支援が実行できうるようにします。

④ 学校および支援者・機関による支援の実行④ 学校および支援者・機関による支援の実行④ 学校および支援者・機関による支援の実行④ 学校および支援者・機関による支援の実行

「個別の教育支援計画」を基に、それぞれの教育的な立場から支援をします。

⑤ 支援の継続と引継ぎ⑤ 支援の継続と引継ぎ⑤ 支援の継続と引継ぎ⑤ 支援の継続と引継ぎ

おおむね３年間が経って時期に、それぞれの立場から支援のあり方を見直しながら、

その後の３年間を見通した「個別の教育支援計画」を策定することにより、継続した支

援ができるように考えています。

また、本校を卒業する時には、「個別の移行支援計画」を作成し、卒業後にも支援が

継続できるような計画を進めていきます。

（４（４（４（４））））「個別の教育支援計画」の取り扱い「個別の教育支援計画」の取り扱い「個別の教育支援計画」の取り扱い「個別の教育支援計画」の取り扱い

「個別の教育支援計画」には、個人情報にあたる情報が含まれているため、記載され

ている学校、保護者、支援者、機関の間で、その子の支援のみ活用するものとし、目的

外の活用や複写、開示などを行わないように申し合わせます。

同時に「個別の教育支援計画」が新たに策定され更新された時には、旧版は各支援者、

各機関の責任において適切に廃棄または処分するように依頼します。

学校においては、その子の卒業時に適切に廃棄または処分します。



２ 「自立活動」専任教師の位置づけ２ 「自立活動」専任教師の位置づけ２ 「自立活動」専任教師の位置づけ２ 「自立活動」専任教師の位置づけ

１１１１．．．．「自立活動」専任教師の役割「自立活動」専任教師の役割「自立活動」専任教師の役割「自立活動」専任教師の役割

視覚障がいを有する幼児・児童・生徒への「自立活動」の特性を踏まえ、校内支援

コーディネー ー・教育相談係・研修係、各部長との連携を十分に図りながら、個々

の幼児・児童・生徒の担当教員へのサポートや相談を行う。合わせて、校内支援力の

充実・専門性の向上に寄与する。

２．活動の重点２．活動の重点２．活動の重点２．活動の重点

（１（１（１（１））））「個別の教育支援計画」策定と活用への関わり「個別の教育支援計画」策定と活用への関わり「個別の教育支援計画」策定と活用への関わり「個別の教育支援計画」策定と活用への関わり

① 担任や指導者（支援者）からの相談、依頼に対応できるよう、「個別の教育支援

計画」から、幼児・児童・生徒の自立活動のねらいと手立てを把握します。また、

実態にあった計画が立てられるように担任への助言をします。

② 幼児・児童・生徒の授業を観察し、担任が立てた「ねらい」と「手立て」につい

て相談・助言をします。また、授業への協力として、必要な教材を考案・作成した

り、指導方法への提案をします。

③ 適切な評価のもとに指導や支援の改善を図れるように助言します。

（２（２（２（２））））「自立活動の時間」の指導「自立活動の時間」の指導「自立活動の時間」の指導「自立活動の時間」の指導

① 専門性を要する場合や、卒業時において重要となる指導内容には、担任や支援者

と連携して「自立学習の時間」の指導を行います。

② 自立活動の指導は、教育活動全体を通じて行われるものであるので、「自立活動

に時間」以外で必要な場合は、担任や支援者へアドバイスを行います。

（３）全職員の「自立活動」研修を計画・推進（３）全職員の「自立活動」研修を計画・推進（３）全職員の「自立活動」研修を計画・推進（３）全職員の「自立活動」研修を計画・推進

① 視覚障がい教育の専門性の向上に関わる研修会に参加し、全校職員への伝達講習

を行います。

② 研修係と連携を図りながら、全校研修や新任職員研修の支援を行います。

③ 「自立活動」を推進する担任の要望や悩みを把握し、共有しながら、一緒に学習

計画を組み立てます。

④ 支援や教材に関わる窓口となり、アドバイスをしたり、共に教材を開発したりし

ます。


