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平成２８年度　島根県立益田養護学校　学校評価　（教職員自己評価） 結果　
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
○児童・生徒の一人一人の特性や能力を生かした進路の実現とキャリア教育の推進
○児童生徒と教職員相互の信頼関係を基軸とした学部・額ね・学級経営の充実
○基礎体力の向上と健康の保持、積極的、継続的に体を動かす機会の奨励
○共生社会の形成に向けた特別支援教育センター的機能の一層の充実

分掌名
重　点　目　標
（分掌・学部）

評　価　項　目
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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２８年度の反省から、平成２９年度に向けての改善策 学校関係者評価

緊急時の対応として、電話やメールでスムーズに保護者連絡
を行うことができたか。 34 33 1 99

近隣施設や地域と連携した避難訓練を実施したか。
52 16 100 保育園も同じ日に設定すると良い。

緊急持ち出し物品等を検討し、避難時の児童・生徒掌握に努
めたか。 42 25 1 99 以前話のあった非常食や防災ﾊﾞｯｸﾞの件はどうなったのか。

ＰＴＡだよりやＰＴＡ会報を通し、ＰＴＡの活動状況や思いを会員
に知らせたか。 51 17 100
ＰＴＡ行事の円滑な運営に努めたか。

45 23 100

人権・同和教育推進委員会と連携しながら、キャリア教育及び
道徳教育の重点目標を設定し、全校体制で教育活動の充実を
図ることができたか。

43 23 2 97

各学部の基本類型について、実態に応じた系統性のある教育
課程になるように見直し、整理することができたか。 44 23 1 99

消耗品、備品を計画的に購入し、学習環境を整えることができ
たか。 38 29 1 99

年間指導計画をふまえた個別の指導計画を作成できるように、
個別の教育支援計画等の作成の流れを示し周知することがで
きたか。

47 21 100

児童生徒の実態に合わせた行事等
を計画・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・実施することができたか。 33 34 1 99

昨年からの引継ﾌｧｲﾙをもう少し早く配布してもらうと良い。
昨年度の反省点が改善されてなかった。検討してほしい
（２）

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。 44 24 100 ｼﾅﾘｵがなくても動きがわかりやすいﾏﾆｭｱﾙになると良い。

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。 41 27 100

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。 45 23 100

新研究テーマとして取り上げた「地域を活かした授業づくり」に
ついて、各グループで取り組む研究の方向性を明らかにするこ
とができたか。

48 20 100
地域の方に来てもらったり校外学習で出かけたした時の謝
礼の出所に困った。

地域を活かした授業について整理すると共に、子どもの思考を
促すための地域の活用について協議することができたか。（舎
は地域を活かした生活づくりを意識することができたか。） 42 25 1 99

「子どもの思考を促す」という視点について協議が深められ
ると良かった。

様々な研究会、研修会（わかば・あおば研等）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よう努め
ることができたか。 48 20 100

専門家活用を計画的に実施し、児童・生徒の具体的な指導・支
援について学ぶ場を提供し、おたより等で共有することができ
たか。 54 14 100

長期休業を利用して教職員全体に呼びかけ、職場開拓を実施
することができたか。 53 15 100
圏域内の関係機関とネットワークを構築し、スムースな「就労
継続支援B型事業所の利用に係るアセスメント」に取り組めた
か。

41 27 100

関係機関と連携を図り、現場実習を計画・実施したり、外部講
師を活用したりすることができたか。 34 33 1 99

現場実習先、生徒の実態を見越した実習先について進路
部の立場から意見をもらえると良い。

高等部懇談時に進路Sも参加し、情報提供をしたか。また、小・
中学部でも希望を聞き、情報提供をすることができたか。

35 30 3 96

進路便りの発行や進路研修会等を実施し、保護者のニーズを
考えながら情報提供していくことができたか。 46 22 100

小中高が、一貫した取り組みができ
るよう,本校進路学習のあり方を教員
に向けて提示する。

児童生徒の実態や将来を見据えた進路学習計画の提案や実
践への助言等をすることができたか。また、指導案や教材の共
有を図れたか。 22 40 5 1 91

「あり方」について、共通理解できる機会があると良いと思
う。・進路学習の学年間、類型別の内容の共有ができると
良い。・指導案や教材の共有したものがどこにあるのかわ
からないので周知できると良い。

・概ね良い評価をいただいたと考える。
・近隣施設や地域と連携した避難訓練については、６月に３施設合同の避難訓練を開催する。保育園につい
ては声をかけてみて、日程調整や保育園のニーズによって実施の方向性を出していきたい。
・緊急時の対応として、メールの活用については、スクールメールなども検討していく必要性を感じている。
・ＰＴＡ活動については、保護者が主体的に活動できるような働きかけや、情報提供などを心掛け、連携して
活動に取り組めるようにしていきたい。

・全校体制で重点目標にむけて具体的に取り組めたことは成果が大きかった。また、道徳教育の研修会を設
けたり、来年度のミッションを教職員全員で話し合って設定したりすることができた。今後、Ｈ２９年度ミッション
をふまえて具体的な取組が充実するよう努めていきたい。
　・肢体不自由部門に新たな教育課程を設定し、小～高まで系統的に整理することができた。今後、高等部
のコース制導入に向けて、具体的な教育課程を検討をしていきたい。
　・今後も予算の削減が予想される。引き続き、計画的な購入をしていきたい。
　・年間指導計画をふまえて個別の指導計画を立てられるように作成の日程を周知することができた。また、
目標の立て方や評価の仕方について、共通理解をする機会をもつことができた。今後も日程の周知に努める
ともに、目標の立て方等について繰り返し共通理解を図っていきたい。

○コース制の構築と体制づくり、校内施設整備の充実
○危機管理の周知、安全・安心して学校生活が送れる教育環境づくりの推進

・各行事の役割分担が決定次第、担当にファイルを渡す。
・行事等を計画する際には前年のアンケートを見直し、必要に応じて改善する。

・シナリオを設定してシミュレーションを行い、動きを確認しながらマニュアルを身につけるものと考えている。
今後もシナリオを設定してシミュレーションを実施していきたい。

・ＰＴＡ会計から謝礼を支出するよう共通理解する。（値段等の基準を設ける、高等部作業班製品を検討中）

・「子どもの思考を促す」という視点での協議の方法をさらに検討し提案する。

・新しい研究テーマのもと、全校で地域を意識した取組ができた。今後も全校で学び合える研究及び研修体
制を整えていきたい。

・従来以上に、実習先を決定する段階でアドバイスができるようにしたいので、進路Ｓへの相談を密にしてくだ
さい。
・進路Ｓメンバーが高等部懇談時に参加できるように、改めて調整していきます。小中学部懇談では、事前に
希望があれば参加の対応をします。しかし、同日程に複数の懇談会が設定される現状がありますので、その
際には保護者からの質問を受けていただき、後日回答・情報提供することを徹底いたします。
・進路指導のあり方について、年度当初に職員全体で共通理解する時間が取れるか分かりませんが、可能
な限り学部会等で確認できるように努力します。先生方もこれまで通り参考にしていただき、授業に反映して
いただけるようお願いします。進路学習（学年や類型別）については教科会等も利用し、学習内容の共有・検
討をしていただくと喜びます。
・指導案や教材について年度当初にもお願いしましたが、学部フォルダ内の進路学習に保存することを徹底
していただけると嬉しいです。
＊進路についての質問や相談は随時受け付けますので、いつでも言って下さい。

○発達段階や障がいの状態及び特性を踏まえ、ニーズに応じた指導・支援の充実

災害発生時の対応等について教職
員の役割を明確にし、学校防災体制
の確立に努める。

保護者や関係機関と連携しながら、
ＰＴＡ活動の充実を図る。

教育活動全体を通じて、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や道徳教育
を推進する。

進路先の開拓を進めて実習先・雇用
先を増やし、生徒の実態に合った実
習や進路先を選択できるようにす
る。

総務Ｓ

圏域の取り組みやサービス、卒後の
生活・就労について、教員・生徒・保
護者に向けて進路決定の参考にな
る情報提供をしていく。

進路Ｓ

〈全体〉
すばらしい自己評価に感動。教職員はよく頑
張っている。

〈危機管理の徹底〉
・普段から不審者対応の備え対策に努めて欲
しい。
・災害発生避難時の安全な体制づくりに努め
て欲しい。

〈保護者研修会〉
・保護者が参加しやすい体制の工夫として、
日程の設定、内容、啓発の工夫に努めて欲し
い。

〈就労・進路等に関して〉
・実習先の評価に対して、分析に工夫が必要
だと感じる。評価の視点は学校側が設定して
もよいのではないか。
・就労先や放課後ﾃﾞｲ等の課題を第3者的にど
うあるべきか協議する場の設定があると良
い。

〈職業コース制を意識した作業学習の取組〉
・リーダー体制が良い。
・気づきと臨機応変に対応できることを目標に
入れていることはすばらしい。
・取組、指導が丁寧なステップを踏んでいる。
・生徒が自己肯定感をもって成長している様
子がうかがえる。

〈地域に開かれた学校づくり〉
・職業コースを意識した清掃・サービス班の活
動が校内から福祉ゾーンへ、そして、地域へと
広がった活動は地域貢献となっている。
・それぞれの立場から教育活動の様子が具体
的に理解できて良かった。

〈保護者による学校評価について〉
・「自由記述」は、保護者の願いなので、できる
限り拾いあげて欲しい。
・体力づくりは、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと同じように自分
の命を守ることに直結しているので検討して
欲しいと同時に取り組みを保護者に伝えて発
信して欲しい。

〈地域のﾘｿｰｽを生かした授業づくり〉
・「つろうて子育て事業」の活用で地域の方と
のかかわりが増えたことは良い。
・西益田のコーディネーターが窓口になってい
るが、児童生徒は益田圏域からでもあり、支
援者は場合によっては益田市からでもいいの
ではないか。益田市と西益田地区とで一緒に
話し合う機会を設定してほしい。

〈地域との連携：地域行事〉
「歌と音楽の夕べ」「文化祭」「いかだ流し」と地
域行事に教職員が積極的に協力していること
に感謝している。

学習活動や成績処理業務を円
滑に進めることができるようにす
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

実践支援Ｓ

新たな研究テーマのもと、研究の方
向性や取組の方法を明らかにし、地
域のリソースを活かした授業づくりに
つながる実践を推進する。

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。
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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２８年度の反省から、平成２９年度に向けての改善策

益田圏域の特別支援教育の充実をはかるために、教育相談に
関する研修会やコーディネーター等学習会,高等学校コーディ
ネーター連絡会を実施することができたか。 48 19 1 99

学校や障がいに対する理解を深めるために、「ボランティア養
成講座」「園芸ボランティア」を計画的に実施できたか。 52 15 1 99

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。

当番活動や掃除などの集団活動を通して仲間意識や自分から
進んで協力しようとする態度を育てることができたか。

40 27 1 99 月ごとや週ごとに掃除や配膳などの当番活動を舎生の実態に合わせて配慮して行っている。

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。

施設設備や舎食管理の運営を円滑に行うことで、舎生が健康
で安全に生活できるよう環境を整えることができたか。

43 24 1 99
施設設備については毎月安全点検を行ったりその都度、修繕してもらい安全に過ごせるよう努めている。
舎食管理については毎週3者（栄養士、調理員、指導員）で話し合いを行いそれぞれの立場の意見などを聞く
ことができ円滑な運営に努めた。

家庭・学校との情報交換に努め、相
互の連携を深める。

家庭や学校との情報をやりとりしながら共通理解を図り支
援することができたか。 34 32 2 97 日ごろから家庭や学校と生活の様子や行事の活動などの話をして連携を深めている。

学級会、学部会、教科会等の充実を図り、学部内の連携（報
告・連絡・相談）を密にすることができたか 35 28 1 4 93

日々のコミュニュケーションを大切にし、学部終礼等を通して連携（報告・連絡・相談）に努める。

保護者や関係機関との連携を密にすることができたか。
35 29 4 94 今後とも、保護者や関係機関と密に連携をするように努める。

環境設定や支援ツールを工夫していたか。
38 26 4 94 児童がわかって動く場面が、増えたが、支援ツールについては、学部で共有できるように工夫していきたい。

個々の実態・教育的ニーズに応じたねらいの達成に向け、適切な支
援ができるよう専門性の向上に努めることができたか。 36 28 4 94

学部会でミニ研修会を行い、支援のありかた等について学んだ。今後も学部内研修を継続して行う。

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。

学校の教育活動全体を通して、毎日継続的に、朝運動や体の
取組を行うとともに、体育、自立活動、遊び等とも関連性をもた
せながら、ねらいや学習内容を設定することができたか。 40 24 4 94

体育・自立活動については、関連性をもたせながら、ねらいや学習内容を設定することができた。児童の実態
の変容を確認しながら、今後も適切な学習活動を行うように努める。

挨拶・返事がすすんでできるよう働きかけたり、場面を設定した
りできたか。 47 18 3 96

集団の中で自分の役割を意識したり、協力して活動したりでき
るような学習が設定できたか。 45 21 2 97

健康な身体づくりのために、基礎体力や食習慣を身につけるこ
とができたか。 38 28 2 97

○生徒への支援や指導の充実を図
ることができるよう、家庭や地域との
連携を深め、個別の教育支援計画
を活用しながら、教員間の共通理
解、専門家等関係諸機関の活用を
推進する。

課題が起きることも想定し、普段から保護者や関係機関と連携
をとることで、課題が起きにくいよう対応することができたか。

37 29 2 97

生徒が目標を意識しながら、自分で考え判断し表現できる学習
や活動場面を設定した授業づくりができたか。 30 35 3 96

的確なアセスメントから、それぞれのよさと課題を把握し、一人
一人が役立ち感を実感できるためにの支援ができたか。 28 37 3 96 実態把握と共通理解の工夫が必要。

今年度のテーマ「つなぐ」を、自分の立ち位置で具体化し、生徒
や保護者、地域とのかかわりをつくっていくための活動ができ
たか。 42 23 3 96

一人一人の教員がアンテナをはり、お互いの思いや考えを理
解しながら、チームとしてスピードとタイミングを大事にした対
応、指導・支援ができたか。

23 38 4 3 90

・事務室に施設や備品等の修繕に素早く対応していただき、とても助かっている。時には教材の作成にもご協力いただき感謝。

・教員の欠員等運営が厳しい状況が度々あったが、学部を超えて補充に協力していただき大変ありがたく思った。大変な時に皆で共有して学校全体で支え合う雰囲

　気をこれからも大切にしていければと思う。

・会議が多すぎて身近な生徒指導上の課題にじっくりあたったり、相談したりする時間を作るのが大変な状況にある。（夏季・冬季休業中の会議は減らしたい。）

・高等部は、近年、精神手帳をとるタイプの生徒が増え、個別対応が増加している傾向。多種の研修も必要だと思う。

・学部間、寄宿舎の補充のあり方について

・人の入れ替わりが激しくて特定の人に負担がかかっていたように思う。残された者で補うのは仕方がないが、新しく代わりの方が来ても仕事の割り振りは変えない

　ということが多かった。

・ｹｰｽ会等をもっと計画適に進め個別の支援を充実させて
ほ　しい
・個々の支援を大切にしながらも集団としてのﾙｰﾙの線引
きは必要なのでは‥。
・学年間の情報共有が不十分であると感じる。一人の教員
への負担感があるように感じる
・個を大切にした支援が良いことは理解できるが、特別をつ
くりすぎるのも他の生徒に対してどうかと思う。集団のルー
ルを押さえながらの支援を共通理解を元に取り組みたい。

・あいさつの取り組みについては、今年度は家庭と連携した取組を行うことができた。今後も家庭と連携しな
がら継続して取り組んでいくことで習慣化を目指す。返事についても力を入れて取り組んでいきたい。
・様々な活動において、集団のよさを活かした取組を実施し、学部としてのまとまりや友達同士のかかわりが
みられた。今後も集団と個のバランスを大切にしながら、集団のよさをいかした実践を行っていきたい。
・身体づくりの取組については、部活動は今年度からなくなったが、授業の中で実態に応じた取組を毎日実施
しており、成果が見られている。今後も継続して行う。
・日頃から保護者や関係機関と連絡帳や電話連絡などを通して連携を図るよう努めた。今後も、取組の目的
や支援の意図を共通理解することを心掛け、さらに指導、支援を充実していきたい。また、学部・学級通信な
どを活用しながら、日頃の取組を紹介することも継続して丁寧に行っていきたい。

【ケース会】
   ケース会までもっていくために担任が感じる負担もある。（どう段階を踏むのかや資料づくり） これまでは、
何かあってからの実施が多 く後手にまわっていたし、解決策を出さなければという焦りの中で行っていたので
はないか。今後はケース会自体を重く考えすぎないで、情報共有を積み重ねていくケース会もありと考えた
い。その必要のある生徒は多い。
【集団と個】
    知的障がいだけではなく、併せ有する精神面の障がいや特性から不適応の状態が見られる生徒が増えて
いる状況にある。集団のルールと本人の特性や病状との折り合いをつけながらの対応が必要と考える。どこ
で線引きをするのか等については、ＳＣさんや主治医と相談しながらすすめていきたい。ＳＣさんより、精神面
の障がいの場合は１０年というような長いスパンで見ていく必要があるという話もあった。,感情の起伏や自
傷、注目行動等が予想できない展開もあり、試行錯誤しながらの対応となるが、日々の情報共有に努めた
い。
【教員のつながり】
　　学年それぞれに協力体制で指導にあたってはいるが、業務量の偏りが出てくる場合もある。それぞれの
分掌業務も考慮して分担を決めることも難しいので、負担に感じることをお互いに出し合えるつながりのある
教員集団を目指したい。また、教員一人一人のカラーを大切にした学部づくりをしていきたい。（言いたいこと
は言う、愚痴ってもいい、でも責めない）
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寄宿舎Ｓ

・校内に向けての教育相談活動の報告について
①職員会での教育相談活動報告では相談件数に併せて,写真なども提示しながら、校内へ周知できるように
努めていく。
②相談便りでは、特別支援学校におけるセンター的機能の取組に併せて、特別支援教育に関わる情報発信
（検査について、研修報告など）にも努めていく。
・コーディネーター学習会について
①特別支援教育コーディネーター以外にも参加してもらえるよう、呼びかけていく。
②今年度参加の少なかった中学校の先生方へ向けた学習会や情報提供の方法を検討していく。
③内容に応じては校内の先生方にも呼びかけて一緒に学べる機会を設定していきたい。

校内に向けて教育相談活動について報告するために、学期に
１回程度の教育相談だより（校内向け）発行や、職員会等での
報告の機会をもつことができたか。 28 1 1

学校運営全般に関わる意見

高等部

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
は共感しながら同じ方向を向いて支
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。

教育相談Ｓ

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。

すべての生徒の自立・社会参加。社
会貢献を実現するために、生徒一人
一人の姿を的確に把握し、思考や内
面を重視した魅力ある授業づくりと、
自分の役割を主体的に果たす生活
を送ることができるよう指導・支援を
行う。
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小学部

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。

中学部

○的確な実態把握に基づいた個々
の目標を設定し、中高6年間を見通
したキャリア発達や心身の健全な育
成を促す授業の実践に努める。

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。
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