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分掌名
重　点　目　標
（分掌・学部）

評　価　項　目 〇評価方法及び★基準 評価点 結果と課題 次年度に向けて改善策 学校関係者評価

・ＰＴＡだよりやＰＴＡ会報（つくしんぼう）、
学校新聞を通し、ＰＴＡの活動状況や思
い等を会員に配布、掲示、回覧などして
わかりやすく知らせる。

A
便りや会報など、計画通り発行することができた。保護者には配布し、教職員
にもメールを配信することができた。

ＰＴＡ行事や研修会、活動の様子を来年度もたよりや会報でタ
イムリーに伝えていきたい。

・ＰＴＡ活動やＰＴＡ行事について役員会
や事前アンケートなどで意見をまとめ、
活動内容や活動方法を工夫する。 Ｂ

ＰＴＡ研修会などは、事前アンケートをとり、保護者のニーズになるべく応えら
れるようにした。ＰＴＡ行事の開催についても、役員会で意見をいただき、開催
の仕方や内容などを相談しながら実施することができた。

来年度も、コロナの影響で、ＰＴＡ行事、研修会など制限される
ことが考えられる。保護者のニーズを受け入れ、相談しながら
実施していきたい。ズームや動画なども駆使して参加の仕方
も工夫していきたい。

【子ども指導】
・運動会やますようまつり、赤白活動な
ど、児童生徒が主体となって意欲的に取
り組めるような行事や活動を企画し、実
施する。

・各種行事
・入学式、卒業式準備　★実施状況
・児童生徒会活動、赤白活動　★実施状
況
・目安箱　★集約回数

A

新型コロナの影響を受け、例年と同じように行事を展開することは難しかった
が、執行部が中心となってアイデアを出し合い、今までにない形で行事を実施
することができた。ただ、あらゆる状況を想定する必要があったため、例年より
も立案までに時間がかかってしまった。目安箱については毎月１回のペース
で集約し、セクション会や学部会などで子ども達の意見について話し合うこと
ができた。

今年度の行事の運営方法を参考にしながら、状況に応じた複
数の案を立て、全体計画を早めに提案できるように努めてい
きたい。

【子ども指導・健康教育共通】
学校生活を安全に送ることができるよう、
安全点検や環境整備、シミュレーションな
どの予防的な取り組みを定期的に行い、
それにより教職員や児童生徒が安心感
を得られるようにする。

・各種シミュレーションの実施とマニュアル
の改善　★実施状況
・校内設備の点検、プールの安全管理　★
実施回数
・ヒヤリハットの集約　★学部等での分析・
ケース会回数
・医療的ケア体制の整備　★委員会実施
回数

Ｂ

年度当初予定していた各種安全点検や環境整備、医療的ケア体制の整備、
ヒヤリハットの集約などの予防的取組は計画通り実施することができたが、各
種シミュレーションは新型コロナの影響で例年とは異なる方法での実施となっ
た。予防的取組を講じていても予期せぬトラブルやアクシデントは起こってし
まったが、全体に関わるような事案に対しては全体へ周知し、それ以外に関し
ては当日と該当学部会での振り返りを毎月行った。

全てのトラブルやアクシデント、インシデントの再発防止のた
めの情報が全ての教職員に行き届くよう、伝達方法の改善に
努めていきたい。全体に関わるような事案はこれまでどおり口
頭で周知をし、それ以外に関しては集約しているものを共有
フォルダに入れ、閲覧できるようにしていきたい。

【健康教育】
・保健たより、食育たよりをとおして健康
教育に関する情報を児童生徒や保護者
に適宜発信する。

○保健便り　★発行回数
○食育たより　★発行回数

A
毎月定期に発行をしており、時期に応じた健康情報を発信した。 さらに児童生徒の実態に即した健康情報を適宜発信していき

たい。

進路Ｓ

①児童生徒が自分の生活
や卒業後の生活に見通し
をもつことができるように、
支援機関と連携したり、必
要な情報を提供したりす
る。

・児童生徒や保護者からの質問や疑問
について担任と連携し、必要な情報を提
供していく。
また、関係機関に働きかけ、必要に応じ
て相談会をもつ。

○進路だよりの発行　　★年１０回
○相談会での情報共有　　★実績

Ｂ

進路だよりは現在７回発行している。３月までのところで合計９回発行の予
定。保護者が知りたい内容を進路だよりに取り上げることができた。７月の高
３個別の進路相談会を実施、２月３月に高２個別の進路相談会、高３移行支
援会議を実施予定。
保護者へ情報提供をする場をどこで設けるか、どのようにしたら参加してもら
えるかを検討していく必要がある。

懇談や、進路研修会で取り上げる内容について、学部や学年
に合わせた内容や、保護者のニーズに応じた内容を情報提
供していくために、関係機関の意見を取り入れたり、実施の仕
方を検討したりする。

・児童生徒及び保護者、教職員へ情報モ
ラル教育に関する情報を提供・発信す
る。

〇通信の発行　★年2回

A

７月と２月にセキュリティ通信を発行した。ステイホームが基本となり、SNSや
インターネットを使う時間がのびている中で、利用の仕方について注意を促し
たり、トラブルを未然に防ぐための方法を提示したりした。スマホやタブレット
などのICT機器が身の回りにどんどん増えているのでその使い方について、
各家庭でも話をしてもらえるようにしていく必要がある。

近年、情報セキュリティの知識を身に付ける必要性が増して
いるので、その時のニーズに合った有用な情報を提供できる
ように取捨選択して発信していく。

・図書室の利用を促進するために、学校
司書と連携し、図書の購入等を管理した
り、図書便りの発行やイベント等を実施し
たりする。

〇便りの発行　★年10回

D

現在３回、図書便りを発行。コロナ関連の影響で急な購入図書の選定があっ
たり、年度途中で司書の方が変わったりして発行することができなかった。便
りを読んでもらう対象が保護者・児童生徒と教員で、知りたい情報も変わって
くるので、内容をどのように構成していくかを考えていく必要がある。

図書室をよりよく活用してもらえるように、保護者・児童生徒向
けの便りと教員向けの便りに分けて、伝える内容を工夫した
り、A3両面での発行をA4両面に減らし内容を精選し、読みや
すいようにしたりする。

・生徒が安心して自分の気持ちを伝えた
り、思いを受け止められたりするような機
会を設定する。

○生徒の実態に応じた「学校生活アン
ケート」を学期に１回実施し、生徒の気持
ちを把握する。
★実績 A

１学期末・２学期末に、各学級で「学校生活アンケート」を実施した。文章での
理解が難しい生徒には、イラストや写真を用いたアンケートを実施した。また、
アンケートの回答をもとに、個別に面談等で話をする機会を設けた。友達関係
の気になることを話をしてくれるなど、生徒が気持ちを伝えたり、教員が生徒
の思いを受け止めたりするきっかけとして、アンケートを活用することができ
た。

伝える力の実態によっては、「学校生活アンケート」では汲み
取れないところもある。「伝え合い」ができる関係性の構築や、
生徒のスキルアップに努力していきたい。

・生徒に関する情報交換を密にして保護
者・支援者との共通理解を図り、学習集
団や題材、支援方法を工夫する。

○チーフ会、学部会において、生徒に関す
る情報を共有する。
★チーフ会記録回覧と学部会での情報交
換　毎回

A

毎週水曜日にチーフ会を実施し、生徒についての情報共有や支援について
意見交換を行うことができた。また、チーフ会の記録は、学部内で回覧をし
た。（１月末で２７回）また、学部会において、各学級より生徒の状況を報告す
る時間を設け、情報共有を行った。実態把握をしたり、支援の方向性を確認し
たりできた。

次年度も、チーフ会が定期に実施できるように教員シフトを組
む。教員間で情報共有を密にし、支援を共有できるように努め
る。

教室数の不足への対応。今年度教室と
して使用する被服室に冷房設備を設置。
長期的には校舎の建て増しによる教室
の増加も要望する。

○教育施設課へ要望、現地調査
★エアコン設置 A

被服室の半分を仕切って高等部の普通教室とし、教室数の不足に対応した。
プレハブ教室等を増設することは、特別支援教育課の方針決定が先決とされ
た。

しまね特別支援教育魅力化ビジョン(R3～12)案で、教室不足
や狭隘化への対応の検討にＲ４年度から着手するとされてお
り、本校の現状や圏域のニーズを踏まえた改善を求める。

既存の施設・設備の修理、改善。 ○安全点検や学部・セクションからの要望
への対応
★修理、交換、設置工事等の実施 A

コロナウィルス感染症対策として、トイレ手洗いの自動水栓化など多くの設備
改善を行ったほか、ボイラーや給湯器など不具合が生じた都度修理を行っ
た。

今年度の予算でできなかったコロナ対策、特別教室のエアコ
ン設置、先送りしている設備の修繕など、教員の意見を聞きな
がら優先順位をつけて実施する。

・教職員の人権意識を高める取り組みを
する。

◯ミニ研修会の実施　★年２回
◯アンケートの実施　★年２回

B

・推進委員を中心に、各学部、寄宿舎でミニ研究会を実施することがことがで
きた。学部会後にミニ研修会を実施する時間がとりにくい。
・人権意識を高めるためのアンケートを２回実施することができた。また、アン
ケート結果をもとに、人権意識を高める標語を作成した。まだ児童生徒の呼び
方に関して統一できていないという意見が多い。

・長期休業中に短時間でできるミニ研修を、数回にわたり実施
する。
・児童生徒の呼び方に関しては、「◯◯さん」に統一できるよう
に推進委員が伝え続ける。

・教職員に向けて、人権・同和教育に関
する情報を発信する。

◯通信の発行　★年２回

A
・通信を２回発行できた。新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見、誹
謗中傷に関する情報やハンセン病に関する情報をメール等で配信した。様々
な人権課題を知りたいという意見があった。

・様々な人権課題についての情報をメール等で配信していく。

・教職員が主体的に学ぶことができるよ
うに、校内研究の推進、様々な研究会や
研修会の設定・調整、情報提供等を行
う。

〇アンケートの実施
★肯定的意見９割

Ｂ
・教職員が主体的に学ぶことができるように、全体研修、公開授業研究会、夏
期セミナー等を計画・調整し、会の運営を行った。密にならないよう感染症対
策をして実施した。アンケートで肯定的意見をいただいた。

・今年度は夏休みが短くなったこともあり、夏期セミナー期間
中に教科会と研修会であまり余裕がなかった。各分掌の研修
を精選して、午前１講座午後１講座での計画を目指す。

・専門家による訪問指導（外部講師、
WINDによる機関コンサルテーション等）
を実施し、関係機関と連携しながら、児
童・生徒の具体的な指導、支援について
学ぶ場を提供する。

〇指導・支援の経過と見直し等を、記録を
通して情報共有する　　　★実績

Ａ

・専門家による訪問指導（川間先生３回、加藤先生２回、ウインド６回）を関係
機関と連携しながら、年間計画の回数実施し、児童・生徒の具体的な指導、
支援について学ぶ場を提供できた。

・来年度も専門家による訪問指導を継続し、年間計画の回数
を実施できるようにする。また訪問日に円滑に実施できるよう
調整する。

・ますようDE学習会（月１回程度）を開催
し、特別支援教育に関する相談・情報提
供・教材や書籍の紹介を行うとともに、益
田圏域の幼・保、小、中、高等学校等の
連携を深める機会を確保する。

○教材・書籍の紹介
　★開催日に毎回
○教育相談だよりに取組の様子を掲載
　★年２回 A

・小学部の教材や書籍を紹介することができた。校内の先生方には個人で購
入されている書籍も協力していただき紹介することができた。
・教育相談だよりで取り組みの様子を掲載し、先生方にメールでお知らせする
とともにいつでも閲覧できるようにすることができた。

・今年度は、コロナの影響で十分な回数が設定できず、外部
の方と連携を深めにくいところがあった。参加者のアンケート
も活かしながら回数や会場、時間、内容など検討し、圏域の
ニーズに応じた学習会を目指したい。
・校内の相談体制についての要望もあるので、今後検討して
いきたい。

・「ボランティア養成講座」「作業学習ボラ
ンティア」を開設し、地域の方々と児童生
徒が交流できる機会を設定し、学校や障
がいに対する理解を深める取り組みを行
う。

○取組の様子をHPに掲載
★年２回以上（ボランティア養成講座、作
業ボランティアの様子など） A

・取組の様子をHPに年2回以上掲載し、本校のボランティアの様子を発信する
ことができた。しかし、ボランティア養成講座参加の方の児童生徒と関わりた
い、というニーズに充分に応じにくかった。

・今年度、年度途中でもボランティアの希望を受け付けた。来
年度も柔軟に対応しながら、本校のニーズとボランティアの方
のニーズを調整しながら計画をしていきたい。

個々の実態や興味・関心に応じた指導・
支援を行うために、学期に２回程度、学
部内で短時間の研修を行う。

○研修の実施回数　★学期に2回程度

A

・各学期に2回以上研修を行うことができた。しかし、研修の内容が必ずしも
ニーズに応じたものになっていないことがあった。

・今年度の学部運営の反省の中で、児童について話す時間が
ないという意見があった。そこで、「児童生徒が学ぶ楽しさを味
わえる授業づくり」という視点をもって、各学級の児童の様子
や上手くいった授業の情報交換ができる場を設けていくと良
いのではないかと考える。

自分から周囲の人やものにかかわったり
思いを伝えたりする姿を引き出すため
に、各学級において地域のリソースを活
用した授業実践を年間２回程度行う。

○評価項目にある授業の実施回数　★年
2回程度

A
・感染症のこともあり、最小限の活用にとどめた。その中でも、鮎つかみ体験
は実施することができた。また、以前から小学部では、校内の教員もリソース
と捉え学習に生かしてきた。校内のリソースを含めると、目標を達成できた。

・小学部では、今後も校内の教員をリソースとして捉え、人と
かかわる力を育む活動の充実を考えていくと良いと考える。ま
た、校外の人に限らず、ものやことに関しても活用できると良
い。

高等部

②生徒自身が積極的に
人・物・事に係わり、意欲
的に学習に取り組む学習
環境の設定に努める。

・地域の人や物などの資源を活用し、生
徒自身が社会の一員であることを自覚
し、積極的に人や物と係わろうとする学
習内容を設定する。

○年に１回は地域資源を生かした学習内
容を設定する。　　★実績

B

・各学年、地域資源を活用した学習に取り組み、地域知ったり、卒業後の生活
を豊かにするための話を聞いたりすることができた。
・貢献という方向からも地域を生かした学習に取り組み、理解啓発を進めてい
けるとよい。

○活動や学習の目的を明確にし、どの部分で地域の力を貸し
てもらいたいのか、この学習でどのような力を付けたいのかな
ど、地域の方にも伝え学習を進める。

・各学部でキャリア教育の取組をますよう
のキャリア教育年間指導計画として整理
する。

・各学年、地域試験を活用した学習に取り
組み、地域知ったり、卒業後の生活を豊か
にするための話を聞いたりすることができ
た。

A
推進委員会での意見を経て、セクション内で当初の作成予定の年間指導計
画を作るよりも、「キャリア教育でつけたい力」に指導内容を付け加えたものが
活用できると考え、「つけたい力と指導内容例」を作成した。

ますキャリの冊子を作成し、キャリア教育についての説明や冊
子の活用の方法について発信する。

・キャリア・パスポートを学びをつなぐツー
ルとして活用していく中で適切な評価を
行い児童生徒一人一人のキャリア教育
の充実を図る。

○キャリア・パスポートの記録を年度末に
各学部で閲覧するなどして共有。★学部
会等での機会の設定、実施の可否。 B

キャリア・パスポートのスタートアップガイドブックの作成、ファイル配布、推進
委員会での情報交換を通して、児童生徒にとって意味のあるパスポート作り
を目指して取組と情報収集を並行して行っている。初年度でもあり、どのよう
に活用できたのか事例を収集し３月の学部会で整理したものを閲覧する。

今年度作成するますキャリパスの冊子を基に、年度当初から
キャリア・パスポートの事例を参考にしながら本校の実践事例
の蓄積をしていく。年度中に取組を整理し、学部毎の基礎資
料やどう繋いでいっているのかなどファイルの活用の実践も
整理していく。

集団の生活場面をとおして自分の気持ち
を伝えたり、受け止めたりできるような活
動を設定する。

○計画的に学習会を設ける。★毎学期１
回

A

寄宿舎のルール確認や性教育、あいさつ運動、食育、キャリア教育の取り組
みと絡めながら学習会を行うことができた。学習会の他にも日々の舎生の悩
みや思いを聞き、保護者や学校と共有することができた。

集団生活の中で日々の舎生の様子を共有しながら状況に応
じて学習会を行う。

舎だよりをとおして寄宿舎の活動内容を
発信する。

○舎だより★年１０回発行

A
年１０回発行を達成、上記の学習会の様子を保護者に発信できた。今年度か
ら学校の先生方へもメールで読んでいただいたことで寄宿舎の様子を知って
もらうことができたのではないかと思う。

引き続き、舎だよりをとおして保護者や学校の先生方に寄宿
舎の様子を発信していく。

実践支援Ｓ

➁校内の研修や研究会の
充実を図り、また校外の研
修内容の情報共有を図っ
たりすることで、教職員の
資質向上に努める。

寄宿舎

③生徒一人一人の実態を
把握した目標設定を行い、
家庭と連携した支援に努
める。

教育相談Ｓ

②特別支援教育に関する
地域のセンター的役割を
果たし、益田圏域の特別
支援教育の充実に努める
とともに、本校の取組や障
がいに対する理解啓発を
推進する。

小学部

②各児童が主体的に授業
参加をし、自ら題材や教
材、周囲の人などにかか
わったり思いを伝えたりす
るための指導・支援の工
夫と充実に努める。

③児童生徒の障がいの状態や発達段階に応じた広がりのあるキャリア教育の推進

教務Ｓ

③キャリア教育について各
学部で取組を整理し、全教
職員が理解を深めて推進
することで児童生徒一人
一人の実践を積み上げ
る。

事務部 ①施設・設備の面から学
習環境を整備、改善する。

人権・同和
教育

①教職員一人一人の人権
意識を高める。

②児童生徒が学ぶ楽しさを味わえる授業づくりの推進

子ども支援
Ｓ

①児童生徒の主体性や意
欲を引き出すために、安心
して活動できるような支援
を講じるとともに、安全に
活動できるよう、環境を整
備する。

情報管理Ｓ

①②児童生徒一人一人の
教育的ニーズに対応した
教育を推進し、情報を提
供・発信する。

中学部

①保護者・支援者と情報
共有し、生徒が安心して気
持ちを伝え、学びに向かい
やすい学習環境設定に努
める
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①児童生徒が安心して学校生活を送ることができる安全な環境づくりの推進
評価基準に沿っての達成状況
　　　　　Ａ：達成９割以上　 B：７割以上９割未満 Ｃ：５割以上７割未満 D：５割未満　 Ｅ：分からない

総務Ｓ

①教職員と保護者、地域、
関係機関と情報共有を密
にしながら、学校行事やＰ
ＴＡ活動を進めていく。

○ＰＴＡだより：６回／年、ＰＴＡ会報：２回／
年、学校新聞：３回／年を発行する。保護
者には配布、教職員には、メール配信また
は掲示で周知。★実績
○役員会や事前アンケートで日程や内容
の相談、決定（繋がりが持てるような取
組。）事後アンケートを実施。
★実績。肯定的な意見9割以上。

○地域連携
益田養護学校の「地域」はどこか、
概念を共有しておくとよい。教員が
地域と関わりをもつことも大切であ
る。

A
○キャリア教育
　保護者、職場を含めた地域とつな
がることが将来の生活を考える上で
大切である。

A

○総括
　実態に応じた評価項目を設定し、
結果と課題、次年度に向けた改善
策まで細やかに検討されている。D
評価はあるが、現状より少しの努力
で達成できる目標設定や評価方
法、評価基準を設定し、よりよい指
導や支援につなげてほしい。
　コロナ禍で行事等の実施に苦慮さ
れているが、来年度は希望のもてる
活動ができるとよい。

○図書館活用
　子どもの活字離れといわれる昨
今、図書館の役割は大きい。児童生
徒の発達段階や興味関心を踏まえ
た蔵書の整備、授業等での一層の
活用を期待する。

B

○人権・同和教育
　児童生徒の呼称について、呼び方
を統一する意味を理解し、努力する
ことも必要である。


