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平成２９年度　学校評価　（教職員自己評価）   年度末評価　

教育目標 児童生徒一人一人のニーズに応じた教育を行い、『自分から』『力を合わせて』『元気いっぱい』豊かな人間性を培い、心身ともに健康で夢と希望に向かって、社会で生き抜く力を育成する。
重点目標

分掌名
重　点　目　標
（分掌・学部）

評　価　項　目
A

そう
思う

B
やや

そう思
う

C
そう思
わな
い

D
改善
すべ
き

（A＋
B）％

C　「そう思わない」場合の理由
D　「改善すべき」場合の理由

平成29年度の反省から、平成30年度に向けての改善策 学校関係者評価

環境美化整備、避難訓練、福祉ゾーンふれ
あいまつりについて、担当者同士の打ち合わ
せ会を実施し、実施要項や具体案を作成し
て示し、円滑な運営に努める。

51 20 2 97
・日程の打ち合わせが不十分。
・他の行事とのバランスを考え、負担の少ない日程を組
めると良いです。

近隣施設や地域と連携した避難訓練を実施
する。 59 13 1 99

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
員にわかりやすく知らせる。

56 16 1 99

ＰＴＡ行事の円滑な運営に努める。 56 17 100
施設見学や研修会、奉仕作業等のＰＴＡ活動
について日程や内容を考慮し、参加しやすい
状況を作る。

50 23 100

平成２９年度ミッションの達成を目指して、他
のセクション等と連携しながら、全校で取り組
む活動を設定できたか。 57 15 1 99

・寄宿舎と学校という視点からみると積極的な取り組み
を行えたとは思わない。

障がいの特性や系統性、高等部コース制導
入をふまえ、小学部から高等部までの１２年
間の教育課程を整理できたか。

39 34 100

児童生徒一人一人の合理的配
慮について、内容を明確にすると
ともに、学部内で周知し、適切な
施行を推進する。

児童生徒一人一人の合理的配慮について、
各学部で検討したり保護者との合意形成を
図ったりする機会を適切に設けることができ
たか。 54 18 1 99

・合理的配慮のとらえ方にバラつきがあり、内容を明確
にする会がスムーズに進まなかった。担当が配慮を文
章化する前に捉え方を分かりやすく明確に伝えるとよい
のではないか。

児童生徒の実態に合わせた行事等
を計画し、連携して実施する。

行事等において昨年度の反省や学部の意見
を取り入れ、セクションで検討しながら計画
し、校内外で連携して実施することができた
か。

46 26 1 99
・行事間が短く、生徒が追われている感がする。
・昨年度の反省をふまえて、計画が出ると良い。

シミュレーションを行い、協議を通してマニュ
アルの改善に努めていくことができたか。 53 18 1 1 97

・マニュアル改善すると言ったけれど（不審者）どうなり
ましたか…

安全点検やヒヤリハットの取組を通して、事
故を未然に防ぐための環境整備や注意の呼
びかけを行うことができたか。 52 21 100

・ヒヤリハットをつみあげる意識が低下してきている。
・高等部のヒヤリハットがもう少し出ると良い。（出てな
いものもあるような）

生徒指導や健康保健教育に関わる
情報を児童生徒や保護者に発信す
る。

保健だより、食育だより、支援だよりを発行
し、生徒指導や健康保健教育に関わる情報
を発信することができたか。

61 12 100
・「支援だより」は見たことがないような気がしました。職
員にも回覧されるといいなと思います。

昨年度の研究の成果と課題から各研究グ
ループでの取組を深め、地域を活かした授
業づくり・生活づくりを推進することができた
か。

58 15 100
・校内にとどまらない授業を知障研で公開できたことが
よかった。

子どもの思考する姿について、より妥当な判
断ができるようなツールの活用や協議のあり
方を明らかにすることができたか。

43 29 1 99

“地域ありがとうコーナー”の掲示を作成・活
用する等、地域とのつながりや取組の関連
性を意識できるようにすることができたか。

49 24 100

様々な研究会や研修会の情報提供をし、各
教職員の経験に合わせた学びの機会を設け
ることができたか。

58 15 100

・わかば・あおば研をぜひ年間計画に入れてほしい。
（いつも予定が重なってしまうため）
・経験者研の先生方も毎年多いので、可能な限り課題
研究で一年間どのような取り組みをしてきたのかなど紹
介があってもよいのかも…（回覧や学部内での発表で
も）

専門家活用（外部講師、WINDによる機関コ
ンサルテーション等）を計画的に実施し、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こと
ができたか。

63 10 100

・今年は肢体不自由のある児童生徒への濱崎先生の
指導が1人1時間も確保できなかったので来年度は優先
して指導時間をわりふってもらえるとうれしいです。

パンフレットの内容を充実させたり企業の参
観日への参加を積極的に呼びかけたりする
ことで、本校についての理解啓発を進めるこ
とができたか。

54 19 100
・今年度、企業の参観日への参加が少なく、理解啓発につながらなかったのではないかと思います。次年度以降、より積極的に案内を出
すなどし、生徒の実態を知っていただく機会となればと思います。

職場開拓をスムーズに進めることができるよ
う、体制を充実することができたか。 53 20 100

・職場開拓先について、数年前の開拓先と重なっていたり、すでに実習を受け入れていただいていたりする企業様も増えています。今後新
規の開拓先に合わせ、生徒の希望に合わせた職種の開拓を進めていきたいと思います。

各学部、各学年の進路学習の充実
に向け、必要な情報を提供する。

進路だよりや研修会で、圏域のサービスや
就労に向けての情報など、進路に関する情
報を提供することができたか。 54 18 1 99

・就労に向けての情報や福祉サービスの情報など、今後も進路だよりなどを使い提供していきたいと思います。疑問に思われたことや質
問などありましたら、進路に伝えていただけたらと思います。

支援機関との情報交換を密にし、必
要な情報を提供したり、スムーズな
移行につなげたりする。

支援機関と情報を共有したり、進路相談会な
どで積極的に意見を聞いたりすることで、卒
業後の生活に見通しをもつことができるよう
にすることができたか。 53 20 100

・次年度高等部3年生の相談会の日程を7月に変更し、進路先の決定に苦慮している生徒への助言をいただいたり、早めから相談機関に
相談したりすることができればと思っています。
・今後、卒業後に次につながりにくい生徒や、実態と希望がなかなかマッチしにくい生徒もでてくると思いますが、外部からの意見や助言な
どを受けながら進路の指導に当たっていきたいと思います。

実践支援Ｓ

研究１年次の成果と課題を踏まえ、
各研究グループの取組をさらに深
め、地域のリソースを活かした授業
づくりについて２年間の成果をまとめ
る。

職場開拓や企業の参観日などを行う
ことで、本校についての理解啓発を
図り、生徒の実態にあった進路先を
選択できるようにする。

総務Ｓ

地域や関係機関と連携・協力を図
り、円滑に合同行事を実施する。

保護者や関係と連携しながら、ＰＴＡ
活動の充実・活性化を図る。

子ども支援Ｓ
児童生徒が安全かつ健康に過ごせ
る学習環境の整備や、緊急体制の
見直しを進める。

教務Ｓ

全教職員が連携を密にし、児童
生徒一人一人の特性や能力を生
かしたキャリア教育、道徳教育を
推進する。

島根県立益田養護学校

〈全体〉
保護者評価・教職員自己評価の高い評価
結果から教職員の頑張りと努力がうかがえ
る．
きめ細かく取り組んでいることを評価したい

〈保護者による評価〉
・重点目標の取り組みが保護者に具体的に
伝わるような工夫があるとさらに保護者との
連携が強化され、生徒の成長や変容につな
がるのではないか
・体力は就労後の集中力に直結する。生徒
自身が自分は体力がある、体力づくりを頑
張っているという自覚や自信が大切であり、
面接等で自信をもってピーアールできるよう
になるといい。継続して体力作りに努めて欲
しい
・実習先での環境の不備について、学校側
はお願いする立場ではあるが、きちんと伝
えてほしい。
・保護者同士のネットワークが高まると良
い。「ワイワイサークル」の実施で保護者同
士の交流が毎月あるようだが、細々とでも
いいので継続することが大切である。

〈合理的配慮について〉
・教職員間でも意識にばらつきがあるようだ
が、教職員だけでなく、保護者・事業所等と
共に学び合う機会が大切である
・在籍中に生徒や保護者が正しい認識がで
きるように学習や研修をし、卒業後に万一
不当な扱いに遭遇したり、困った時にSOSを
自ら伝えられるようになると良い

〈地域に開かれた学校づくり〉
・西益田地区、学童保育のスタッフが本校
のセンター的機能を活用できる機会の充実
を望む
・取り組みや学校行事等、丁寧な案内があ
り、自治会長としてありがたく思う。継続して
地域を巻き込んでいくと良い
・地道に積み上げて欲しい
・地域の行事に教職員も参加してもらい感
謝している

〈就労・進路等について〉
・生徒増に伴い、現場実習の開拓は大変だ
と思うが、新たな進路開拓に努めている様
子がうかがえる
・進路先とのつながりについて、「企業参観
日」に大勢の参加となるように益田商工会
議所に連絡すると協力してもらえ、効果があ
るのではないか

〈その他〉
・評議員会の意見を取り上げ、具現化・
進化してもらっていると感じる
・万一の水の事故に備えて、身体を守る手
段として着衣のままでの水泳学習の機会も
お願いしたい

○児童生徒の障がいの状態や発達段階に応じたキャリア教育の推進
 　・全校の取り組みを通した教職員の連携　　・保護者との連携　　・外部機関との連携
○児童生徒が意欲を持って取り組むことができる授業づくりの推進
　　・地域との連携(地域資源の活用と地域貢献）
　　・交流及び共同学習の充実(小中）　　　・高等部コース制に向けた教育課程の充実

・ふれあいコンサートをやめ、行事の精選を行った。子ども支援Sに係る行事は「運動会」と「まつり」。その他の行事は、各S・学部等で見直
しがする必要があるのでは。
・反省や次年度の申し送りは、担当者にわかるよう整理しておく。サブ担当も早めに昨年度反省を確認し、担当者と連携して対応する。
・小中学部はヒヤリハットについて検討会を開き、事象について分析するシステムが機能している。高等部については、学年終礼等、より
コンパクトな形での報告を実施してほしい。また、小さな事象でも報告する意識、積み上げる意識を持ってほしい。
・不審者侵入の情報について、校内放送の方法等を警察署に助言を求め、マニュアルを改良していく。また、放送原稿も差し替える。
・学級通信と同様で、廊下に掲示している。

・知障研に向けて地域を活かした授業づくりを全校で取り組むことができ良かった。各学部の取組や使用したツールなどを今後につなげて
いきたい。
・毎年、わかば研・あおば研も年間行事予定に入れており、年度当初に年間計画も提案している。今年度から短時間で設定しているので、
他の予定がなるべく重ならないように配慮し合えると良い。
・フォローアップ研・経験者研の先生方が取り組まれた課題研究について回覧したい。（全校or学部で）
・専門家活用について、できるだけ希望に沿って指導時間を確保できるよう調整したい。ただ、児童生徒への直接指導をしてもらう時間と
いうより、本校教員の専門性を高めるための指導時間であるため、短時間での学びを他の児童生徒へも還元していくことを目指したい。

・今年度引き渡し訓練を参観日に合わせるということで、何度か変更になった。来年度は、６月の避難訓練時には行わず、７月の参観日に
合わせて行うようにする。（年１回）
・PTAだより、会長だよりについては、昨年度より発行回数が増えている。回覧をすることで、より知っていただけるようにする。
・儀式等の運営で、児童生徒の礼法指導などは、生徒に係る事なので、今まで通り子ども指導でお願いしたい。

・目指す方向性を共有化し、それをふまえて基本的には各学部、寄宿舎がそれぞれの集団の特性に配慮しながら取り組むことになると考
えらえる。学部間または学校・寄宿舎の連携が必要な場合には、夏季休業中の「ますマネの会」を有効に活用し取組の改善を図っていき
たい。今後も夏季及び冬季休業中の「ますマネの会」を定例化し、全校体制で児童生徒の育てたい力を養っていきたい。
・小学部の生活単元学習の時数を改善したり高等部の職業コースの教育課程を設定したりしたことは成果が大きかった。今後も１２年間
の教育活動のつながりを大切にしながら、より良い教育課程が編成できるよう努めていきたい。
・合理的配慮について、各学部で話し合いをする中で児童生徒の姿を通して捉え方を共通理解できたことは成果が大きかった。また、話し
合いを受けて、「合理的配慮の例」として、障がいの特性ごとに内容をまとめ配布したことで、一人一人の合理的配慮をスムースに設定で
きるようになったと思われる。今後も教員間で話し合いを重ね、児童生徒の障がい特性をしっかりと捉え、理解を一層深めていけると良
い。

校内での研修や研究会の機会を充
実させたり、校外での研修内容の情
報共有に努めたりすることで、教職
員の資質向上に努める。

進路Ｓ
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平成29年度の反省から、平成30年度に向けての改善策

特別支援教育に関する情報や教育
相談の取り組みなどを適時伝え、本
校が担うセンター的機能について校
内教職員の共通理解を図る。

実践支援Sと連携し「わかば研修」において
特別支援教育に関する基礎的な研修内容を
提供したり、教育相談だよりの発行や、職員
会等での報告をし、 教育相談活動について
校内教職員に情報発信ができたか

55 18 100

公用ＵＳＢの管理や児童生徒の個人情報の
管理の徹底を呼びかけ、情報漏えい防止を
図る。

58 15 100

校内の情報機器の管理を統一し、機器の紛
失がないように呼びかけると共に、ＰＣやｉpad
などを学習で使用しやすいように整備する。

49 23 1 99

・ipadやカメラのデータ消却についてもう少し短いスパン
で徹底できると良い
・機器の所在がわからなくなったり、こわれていたりと教
職員の意識付けが必要。
・皆が使いやすいよう、お互いのためにそれぞれが意
識できると良いです。

児童生徒及び保護者へ情報モラル教育に関
する発信を行うと共に、研修を通して教職員
に情報教育の理解啓発を図る。

37 35 1 99
・情報モラルについて私たちも伝えていかないといけな
いなぁと思いました。

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
貸出業務等の整備をしたりする。

61 12 100
・いつでも利用しやすいようになると更にありがたいなぁ
と思います。

学校の窓口として、外来者の受付業
務、電話対応等相手の立場に立った
対応に努める。

窓口業務は学校の第一印象を決める重要な
ことであることを常に意識した接遇を行った
か。

42 31 100

教育活動を行う上で、施設・設備・備品・消耗
品等の整備は予算の範囲内で適切に行わ
れたか。

53 20 100
省資源・省エネルギーに配慮し、光熱水費等
の経費削減に努めたか。 51 22 100

・児童生徒、教職員の健康状態に合わせて冷暖房の用
を柔軟にしてもらえると良いです。

施設・設備の破損や不具合等について適
切に対応したか。 61 12 100

〇主事会の情報が周知されていない気がする。舎監に来られて「そうなんですか」と言うことがあった。。
〇目標に沿った支援を行っていくために、可能であればさらに多く研修の機会があると喜びます。
〇研修会や研究協議など、学ぼうという意欲のある先生方が多い。こうした姿勢や雰囲気が子供達の成長や学校の元気につながるのだと感じた。益
養の良さだと思う。
〇月曜日に行事、同じ日に複数の行事が入っていることがあったので可能な限り事前に調整できると嬉しいです。
〇居住地交流会の1回目のうちあわせを早目にしたい。（例年、5月末～のうちあわせになるので4月中にうちあわせをするために電話連絡をしていた
だけると嬉しいです）

○すべての生徒が地域の一員として社会に参加し貢献できることをめざし、感謝の
気持ちを持って生活する意識と、自分で考え判断して行動できる力を育むための
授業実践や指導・支援に努める。

・指導の方針にズレが生じていることがあったので定期的に学校と舎の担当が話す時間を設定し
共有できるとよい。
・生徒の主体性を意識した取り組みが伝わってきており、学校とよい連携ができたと感じている。
・家庭・学校との情報交換がかなり難しい家庭に対してどうしたらいいのかわからない。寄宿舎で
こういうことを学ばせたいと親自身が思っていないと難しいなと感じる。
・場面を多く設定したことにより、舎生が主体的に考える機会が増えたのはとても良かったと思う
・新たな取り組みを通して、特に周りの状況や場面を意識した行動ができる舎生が増えた。
・主体性を念頭に日々取り組んでいる。子どもの日々の成長を感じることができた。
・入舎希望のニーズに応じ、スムーズに体験入舎につなげてもらったり、部活や昼休み当番など
学部のニーズにも対応してもらえ連携が深まったと思う。

〇帰ろうデーは必要な取組だし、これからはこういう意識で働かないといけないのもわかるが、土曜出勤の前日は許してほしい。
〇一人一人の業務量が多いなぁと日々感じてしまいます。（担任・学年主任の兼務など）
〇小・中・高のつながりを意識した活動が随所に見られ、本校の特徴の1つとして伝統となればと思う。
〇儀式等の運営は（児童生徒の礼法指導・高校部生徒の会場設営も含めて）総務Sでやられた方がスムーズにできるのでは。
〇情報管理Sへの要望
　画像データのdropsのイラストを分類して分かりやすく整理してほしいです。700コものイラストから使いたいイラストを探すのは非常に時間がかかり、円滑な教材・教具づくりができ
ないです。情報管理Sの管轄外であってもどこかの分掌等で、整理の検討・実施をしてほしい。

小学部

中学部

高等部

寄宿舎Ｓ

○教員がお互いにコミュニケーションをとることに努め、情報は共有、思いは共感し
ながら常に感謝の気持ちを持って支え合い、チームとして生徒一人一人の自己実
現を目指した取組をする。

○豊かな集団生活が送れるように、一人ひとりが健康・安全に心がけるとともに、
周りの状況や場面を意識した行動ができる舎生の育成を目指す。

学校運営全般に関わる意見

○教員間のコミュニケーションを深め、各々の教員の良さや専門性をいかし、学び
合い、高め合い、教員一体となって組織で対応することができる教員集団となるよ
う努める。

・学校の学年主任と寄宿舎の学年チーフで、金曜日の1校時に連絡会を設ける。

・今まで通りに学校と連携して、連絡帳や送迎の時、電話などで伝えていく。

【教員評価に関して】
・児童の実態から、今後転校をした方がよいと思われる場合、本人の交流及び共同学習に対する姿勢、保護者の思いなどを踏まえ、学校・本人・保護者と一緒に考えていくことが必要
だと思う。転校が難しい場合であっても、学校側が、交流及び共同学習の回数等を増やし、同学年との学習の場を多くすることで、学習意欲やコミュニケーション能力を高めたり、考え
方等学んだりする機会は必要と考える。学部内で、学期に一度又は必要に応じて話し合いを行っていきたい。

・今後も教員の専門性を高めるためにも、学校内外の研修に参加したり、ケース会等を通したりしてスキルアップを図っていきたい。

【保護者評価に関して】
・児童の実態等を踏まえながら、校内・地域の「ひと・もの・こと」を取り入れた学習に取り組んでいきたい。

【教職員評価に関して】
・必要に応じて早めにケース会を実施でき、方向性を話し合いながら対応できてよかった。それに際し、寄宿舎、他学部からの協力を得られて有難
かった。
・学習グループ、学習内容、学部行事、縦割りの学習等について、個と集団のバランスを大切にしながら学習集団について見直ししていきたい。
【保護者評価に関して】
・運動量を確保することにも努めるとともに、保護者にも体力づくりの取組についてアピールしていく。
・言葉で「ありがとう」と伝えることだけなく、その子なりの感謝の伝え方、表現の仕方を保護者と共通理解し、認められるようにしていく。促されて「あり
がとう」を伝える段階から、自分から伝えられるように内面を育てていくことをめざし、来年度も継続して取り組んでいく。
・鹿足郡の交流への参加、つくしんぼ、よしかの里との連携等の取組について保護者に情報発信していく。【教員評価に関して】
・ケース会がフットワークよく実施できた。今後も急な対応の場合はメンバーがそろわなくても実施していくことを共通理解しておきたい。
 ・全校のテーマから学部のテーマを設定し、そこから学年、学級におりていく。学級では、生徒のめざす姿を整理し明確にしておきたい。
 ・学年会が定期的にもてないのが悩み。部活との兼ね合いもあるので、あらかじめ設定しておくか学年終礼で話す等、今後も検討する。
【保護者評価に関して】
・学級編成の意図について、学部懇談等で保護者に丁寧に説明し理解を得る必要がある。発達の段階別か均等かについては、どちらもメ
リット、デメリットがある。両方を踏まえた上で、現在の方法をとっていることを伝えたい。
・体力づくりや「ありがとうを伝え合おう」等の取組について、家庭に伝えたり、家庭と共通して取り組めることを模索したりしたい。

○主体的にかつ協力して生活する力を育むために、適切な場の設定と個々のニー
ズに応じた支援の工夫に努める。

○家庭・学校との情報交換に努め、相互の連携を深める。
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各学部や寄宿舎について、目標に対して気づいたことや感想・要望等

学校事務における組織的なリスク管
理と効率的・効果的な執行に努める

情報管理S
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・データの消去については、基本早めに消去することを前提に、HDDやDVDに移すように呼びかけ徹底していく。
・機器の貸し出しについては、貸出方法や貸し出し期間などを明確にし、細目に部内でもチェックしていく。
・情報モラル教育に限らず、セキュリティやICTの活用などについても、児童・生徒及び保護者に、「通信」という形でお知らせしていくように
する。
・図書室が閉まっていることがありますが、教員が一緒であれば利用して大丈夫です。鍵の開閉の徹底をお願いします。

・”ありがとう”を目標にすることで、子どもたちの行動も変化してきた。
・学部一舎間での情報共有が密にできていたことで、生徒に対する支援や事象への対応が
円滑にいきよかったと感じる。
・テーマの設定によりめざすもの、とりくむべきことが明確になっていた。
・フットワークよくケース会が設定されチームで指導しており良い雰囲気である
・これからも感謝の気持ちを大切にしていきたい。
・大きな集団なので思いを共感することをより意識しなければいけないと思う。
・「感謝の気持ちをもって」かどうかが難しく、そんなもんだ程度に思ってる生徒がいる
・教員の人数が多い中でも連携を密にし、指導や支援にあたられていたように感じる。
・主事を中心に話しやすい雰囲気をつくろうというよい環境である。コミュニケーション
がとりやすいと思う。

○児童の実態把握を踏まえ、個々の教育的ニーズに基づき一人一人に応じた個
別の教育支援計画、個別の指導計画を編成し、自分から周囲の人やものに関わろ
うとするように支援の工夫と充実に努める。

○児童の体力や身体の動きの向上と健康の保持のための機会の充実と工夫をす
る。

○生徒一人一人の的確な実態把握とキャリア発達を踏まえた目標設定を行い、地
域の人や友達とともに主体的に活動できる生徒の育成を目指した授業実践に努め
る。

情報機器の活用に関する危機管理
の徹底を図ると共に、児童生徒、教
職員が安全に学習や職務に取り組
めるように環境を整える。
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・支援を必要とする中にも自分でできることは自分でするよう努力させている。
・様々な実態がある中で、教員の手がいっぱいの時には、寄宿舎にも応援を頼んでもらっ
ても構わないと思う。可能な限り対応はできるのかなと思う。
・よりよい就学を考え、転校も含めた検討を要する児童に対する働きがけ等の検討もいる
のでは。
・教科会等で学期に1度反省をし、それを次の学期に活かすことでより児童の成長につな
がったと思う。

・他校との交流を通して協調性や、豊かな心を育むことができ良い活動である。お互い認
め合うことで人権教育を体で感じることができる。
・今年度は寄宿舎からも応援に行ったことで、柔軟に対応できたと思う。
・生徒の実態の変化により、集団づくりのあり方を見直してみる時期にきているのではと
感じる。

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する。

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、本校の取り組みや障がいに対す
る理解啓発を推進する。

ますようDE学習会を開催し、特別支援教育
に関する相談・情報提供を行うとともに、益田
圏域の学校の連携を深める機会を確保する
ことができたか。また、「ボランティア養成講
座」等を開設し、地域の方と児童生徒が交流
できる機会を設定し、本校に対する理解を深
める取組を行うことができたか。

・今後も学校の窓口としての意識をもって接遇に取り組みます。
・予算の範囲内で効果的な執行を行います。
・後半より柔軟な対応としてきましたが、予算の範囲内で対応したいきたいと思います。

事務

教育相談Ｓ
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