
　令和元年度　松江養護学校　学校評価

評価者 評価項目（～が） 評価内容（～できたか）

小
学
部

①自立活動の研修をすす
め、ＰＤＣＡサイクルに
おいて適宜評価を行い、
指導目標や指導内容、指
導方法を改善し、より効
果的な授業づくりをめざ
す。

3.35

①自立活動についての知識を高めるため
に勉強会を実施する。（指導検討シート
の作成・活用、指導目標の設定の仕方、
指導案作成、学習効果など）
・学級で自立活動の視点を盛り込んだ指
導案の検討、実践、振り返り、改善に繰
り返し取り組む。
・対象児童に対する意見交換を深め、教
員の集団力を高める。

小学部
所属者

自立活動の視点
が盛り込まれた
指導案（略案）
をもとに、1学
級２回の授業実
践を通して

学級の教員で対象
児童の変容（成
長）を確認できた
か。

75.8% 94.6%

○支援を共通理解したこ
とで児童のコミュニケー
ションの力がのびた。
●対象児童以外の児童
についても話し合いの時
間を確保できるとよい。

・ＰＤＣＡサイクルを生かした授
業づくりのためにも、互いに授
業を見合う体制についての検
討が必要。

B

中
学
部

②生徒の主体的な姿を導
き出せるよう、授業実践
の振り返りや次時への改
善点を検討して、よりよ
い 授 業 づ く り を 行 う 。
（RPDCAサイクル）

3.24

②ＲＰＤＣＡサイクルの中で、自立活動
検討シート等を活用して、評価、次時へ
の改善点について、学級・学年単位で検
討する機会を設けて授業改善に努める。
・多面的に意見を出しあって改善案を検
討できるよう、研修したことを活用した
り、自立活動指導要領解説等を参考にし
たりする。

中学部
所属者

多面的に検討し
た改善案が

授業後（単元終了
後）振り返りや次
時に向けての検討
会において、授業
改善に関わる発言
などによって提案
できたか。

80.0% 79.2%

○改善案に関わる発言を
して検討会の活性化を図
ることができた。
●改善案の評価や授業
後の検証が不十分だっ
た。

・改善案がどうだったかの評
価や検証をする。
・計画的に話し合いの時間を
確保する。
・研修参加の呼びかけや専門
教員の活用を促進する。

B

高
等
部

総
合
コ
ー

ス

①自立活動の指導検討
シートを活用し授業作り
をする。

3.23

①Ⅱ類　自立活動の指導時間の設定と内
容の精選をする。
・Ⅲ類　集団を活かした自立活動の指導
のあり方の検討をする。
・研究部と連携し、学年部・学級で自立
活動の指導についての話し合いの時間を
毎月設定する。

総合
コース
所属者

時間の指導や自
立活動の指導検
討シートが

設定・実施された
り、集団での指導
に活かされたりす
ることができた
か。

79.5% 87.5%

○自立活動についての理
解が深まり、授業改善に
つながった。
●話し合いの時間が十分
にとれないことがあった。

・今年度の取り組みをベース
として次年度以降、取り組ん
でいく。

B

高
等
部

職
業
コ
ー

ス

①全員が自立活動の視点
を持って指導に取り組む
とともに、時間における
指導を充実させていく。

3.28
①各学年から対象生徒を一人抽出し、学
年部全員で自立活動の検討シートを作成
する。

職業
コース
所属者

自立活動の検討
シート作成が

参加し、実態把握
から中心課題に迫
り、授業づくりに
活かすことにつな
がったか。

62.5% 95.0%

○全員が自立活動の指
導に意識して取り組め
た。
●時間の指導は今後充
実をはかる必要がある。

・今年度の検証をし、計画的
な指導に向けて情報共有を全
体で行う。

B

高
等
部

安
来
分
教
室

①②自立活動の視点を
もった授業づくりの充実
を図る。
・3年間で押さえたい
テーマや内容、３年間の
学習積み上げについて整
理する。

3.29

①②教員複数のチーム（授業改善チー
ム）を作り、自立活動についての視点を
もった授業を各チーム１回ずつ行う。
・自立活動と職業（進路学習）につい
て、年計の見直しと取組の評価を行う。

安　来
分教室
所属者

自立活動の視点
をもった授業づ
くりをチームで
行うことで、授
業づくりや授業
改善についての
満足度が

教員が授業づくり
や授業改善につい
ての満足度を感じ
たか。 100.0% 100.0%

○生徒理解や自立活動
への理解が深まり、授業
改善につながった。
●今年度の成果を年間
指導計画や授業計画に
取り入れていくとよい。

・今年度の成果を活かし、次
年度以降も自立活動の視点
をもった授業づくりを継続して
いく。

B

総
務
部

④ＰＴＡ活動に対する会
員の参画意識を高めると
共に、ＰＴＡ事業の改善
に努める。
・児童生徒、保護者の防
災への関心を高め、教職
員の防災意識の向上を図
る。

3.27

④ＰＴＡ役員会や各事業部、学部校舎等
で思いや考えを出し合う場を設け、新事
業を含めた各活動につなげる。
・広報や便り等を活用し、保護者や教職
員にPTA活動の理解啓発を促す。

保護者、
全教職員

ＰＴＡ事業活動
とアンケートの
結果が

成果が見られ、評
価を得られたか。 63.4% 85.4%

○新設の防災教育部の
事業をはじめ、各事業部
の企画を保護者と協力し
て行えた。
●各学部や校舎それぞ
れに応じたPTA活動の理
解推進。

・今年度のアンケート反省等
を反映したPTA活動の実施 B

・ＰＴＡ活動は、地域に向けての取り
組みが弱いと思われる。今後、防
災教育等、地域とのつながりを積
極的に図っていくとよい。

教
務
部

①②個別の指導計画等の
様式を見直す。
・児童生徒の学習の充実
のために、新学習指導要
領や授業づくりについて
の 指 導 者 の 理 解 を 深 め
る。

3.31 ①②次年度に向けて個別の指導計画等の
新様式を提案する。

全教職員
個別の指導計画
等の新様式の提
案が

前期に見直し、後
期に提案できた
か。

80.0% 76.3%

○先生方の意見を取り入
れながら様式を見直し、
提案できた。
●「合理的配慮」の欄に
ついての周知

・新学習指導要領に対応した
指導の充実を図るための取組
の継続

B
・これから始まる新学習指導要領
に対応した指導の充実をしっかりと
図って取り組んでもらいたい。

相
談
支
援
部

③学校組織として地域の
ニ ー ズ に 対 応 す る こ と
で、センター的機能の充
実を目指す。

3.34 ③相談支援部便りを発行する。 全教職員

本校のセンター
的機能の取組状
況や校内とのつ
ながりが

相談支援部便り等
で理解できたか。 91.8% 96.5%

○校内教職員の理解の
深まりによる様々な面で
の協力（教材紹介、研修
協力等）。
●地域のニーズの的確な
把握と校内の人材活用等
の工夫。

・地域の関係機関からの具体
的要望の聞き取り。
・相談同行等による校内の人
材活用と後継者育成。

B

・地域と学校との連携は重要。
・問題行動を起こす生徒への対応
など、より専門的知識をもって対応
していただきたい。

進
路
支
援
部

②職業教育の充実をめざ
し、特に高等部における
職業科の学習内容の精選
や改善、現場実習の運用
等についての見直しに努
める。

3.26

②教科会等の機会を活用し、担当者間で
職業科の学習内容や教材について情報共
有や意見交換を行い、実践にいかす。
・現場実習において、担任と連携をしな
がら個々の生徒のねらいや方向性につい
て明確にしたり、現場実習アセスメント
シート等各書式の改善を図ったりする。

全教職員

職業科の学習や
現場実習の内
容、運用におい
て

改善に向けた動き
がみられたか。
（担当者会、情報
提供、実践等）

79.4% 82.7%

○現段階の課題等を挙
げ、改善に向けて動き出
した。
●現場実習に関する作成
文書の簡略化。

・職業科の学習内容について
課題を整理しつつ改善、修正
に取り組む。

B

・就業のために普段から高い意識
で学校が動いていると感じた。
・就業後（卒業後）のアフターフォ
ローもなされているとの説明があっ
たが、今後ともアフターフォローの
充実に努めてほしい。

生
徒
支
援
部

①児童・生徒がもてる力
を発揮し　自己有用感や
達成感を感じつつ、集団
性とコミュニケーション
力を高めることができる
学校行事の計画・実施に
努める。
・小中学部運動会、高等
部体育祭を実施後に生徒
の実態やアンケート結果
等を基に見直しを行い、
本校の実態に則したあり
方を考える。

3.18

①PDCAサイクルに沿って見直しを行
う。具体的には、学部会事後アンケート
の結果等を基に各学部会で反省を行い、
反省あがったことを分掌会で検討する。
検討した内容を来年度に向けてという形
で提案し次年度の計画に反映させる。
・今年度は昨年度の反省で課題の多かっ
た運動会、体育祭について取り組む。

全教職員
今年度の問題点
と来年度の方向
性が

運動会、体育祭に
ついて課題意識を
持ち参加すること
で事後アンケート
の感想や改善案に
ついて出た意見を
審議し、早い段階
で示すことが出来
たか。

76.9% 87.4%

○生徒、保護者、教職員
からアンケートを取り、総
合的に判断して次年度の
体育祭について提案し
た。
●学校の実状に合わせ
今後も引き続き学校行事
について検討して行く。

・よりよい学校行事となるよ
う、行事後にできるだけ多くの
方から感想やアンケートの回
答をいただき、よい意見を積
極的に取り入れた行事運営を
おこなうよう努める。

B

・問題行動を起こす生徒への対応
など、より専門的知識をもって対応
していただきたい。
・特に、性教育・個別のＳＳＴなど、
充実してもらえるとよい。

保
健
部

④校内の環境美化、安全
管理に努め、児童生徒が
健康で安全な学校生活を
送ることができるように
する。

3.21

④ヒヤリハットの入力を呼びかけるとと
もに、事案を整理し、必要な案件につい
ては迅速に全校に伝わるような仕組みを
作り、危機管理意識を高めるよう推進す
る。

全教職員
危険に対する意
識が

ヒヤリハット事例
の報告や周知に
よって、高まった
か。

84.5% 86.9%

○定期的に学部会等で
周知したり、過去の事例
を交えて注意喚起を行っ
た。
●迅速な伝達や、入力の
呼びかけが課題。

・各職員室にお知らせする
コーナーを設けたり、入力を
呼びかける曜日を決めたりす
るなどして、意識を高めるよう
にする。

B

・育成会では、川津公民館で毎年
「性教育」をテーマに研修会を行っ
ている。松江養護学校と合同企画
で実施することで、地域貢献となり
「地域とともにある学校」の推進に
つながる。

研
修
部

①自立活動の指導の検討
や授業づくり等の実践を
通して、児童生徒一人一
人のコミュニケーション
力を高める。

3.37

①勉強会の開催や様式改善を図り自立活
動の指導検討シートの作成を推進する。
・キャリア教育全体計画の授業づくりの
ポイントを見直す。
・授業改善に向けて、各学部間で意見交
換する機会を設定する。

全教職員
授業改善、舎生
の実態把握が

自立活動の指導検
討シートの作成や
検討を通して行う
ことができたか。

89.2% 95.1%

○児童生徒の気持ちを表
現したり伝えたりする姿が
増えた。
●自立活動の指導への
取組の継続。

・自立活動の指導の推進を継
続する。 B ・他（多）職種との連携を意識した

事例検討の場があるとよい。

情
報
管
理
部

③ホームページを通して
情報発信し、理解啓発を
すすめていく。

3.51 ③ホームページの更新を各学部、校舎で
月１回以上更新する。

全教職員 HPの更新が
月１回以上できた
か。 69.1% 98.6%

○新も増え、情報発信が
充分にできた。閲覧者も
以前に比べて増えた。
●肖像権の問題があり、
写真を慎重に選んだり、
加工したりする必要も有り
担当の負担が大きい。

・来年度から分掌改変でweb
サイト以外にも情報発信する
仕事が増える。また学校要覧
とwebサイト全体の更新が重
なるため負担が大きい。仕事
を分担してスムーズに行える
ようにする必要がある。
・他分掌から来る業務の引き
継ぎや、マニュアルの準備を
しておく必要がある。

B

・以前よりＨＰを通じたタイムリーな
情報発信ができている。
・保護者にＨＰを見てもらう働きか
けも必要ではないか。

舎
務
部

★①舎生会活動や話し合
い活動を通して生徒が主
体的に活動できるよう寄
宿舎の生活や行事の改善
を図る。

3.29

★①舎生会全体会、リーダー会、部屋会
などの話し合い活動に際しては個々の実
態にそくした支援や、話しやすい環境、
雰囲気作りを行う。女子棟については舎
生数減と実態をふまえて個室対応をする
が、同時に女子棟会を実施し集団での話
し合い活動を充実させる。
・寄宿舎部会や各部会などを通して寄宿
舎の生活や行事について目標と活動内容
の見直しを行う。アンケートや事後の話
し合いを通して、改善を行っていく。

寄宿舎
指導員

舎務部員

舎生会などを中
心にした話し合
い活動や、寄宿
舎の生活や行事
の見直しが

生徒の主体的な生
活や行事への参加
につながったか。 100.0% 95.8%

○話し合い活動や行事を
工夫して行い、生徒の主
体的な姿につながった。
●生徒の「主体的な姿」
について、職員間の共通
理解がより必要だった。

・内容や目標の検討を行い、
話し合い活動や行事をよりよ
いものにしていく。

B

・寄宿舎生の生活や環境をしっかり
と支えている。
・生徒の主体的な姿について今後
も職員間での共通理解を深めてほ
しい。

事
務
部

④学校の施設・設備を安
心・安全な状態に維持す
る。
・学部ごとに、実施可能
な教育活動が増やせるよ
う校内の設備・備品等の
整備を行う。
・教育用の備品・教材等
の購入、就学奨励費の手
続き等、教育職員との意
思疎通・連携をはかる。

3.43
④施設・設備の破損・不具合等は、認知
した日から3日以内に対応方針を決め
る。

全教職員
施設・設備の破
損・不具合等が

認知した日から3
日内に対応方針を
決めることができ
たか。

93.7% 95.1%

○校内の施設・設備等の
整備については、方針は
ほぼ3日以内に決めら
れ、必要最低限の部分に
は対応できたが、対応が
Ｒ2年度以降となるものも
あった。
●教員と事務職員と間で
十分な連携が取れていな
いこともあった。

・Ｒ２年度は、今年度以上に予
算に制限がかかることから、
しっかりと優先順位を見極め、
最低限必要な部分には対応
できるように努めたい。
・教育職員と事務職員の意思
疎通・連携についてはスムー
スにいくよう、事務の見直し等
も含めて引き続き検討する。

B

・校内の施設・設備等の整備につ
いての迅速な対応を今後も続けて
ほしい。
・教育職員と事務職員との意思疎
通や連携は大事なことなので滞り
のないように意識してほしい。

　　　★最重点目標の達成度〔４ 大いに達成できた　３ ある程度達成できた　２ あまり達成できていない　１ 評価できない〕 （中間） （年度末） ★学校関係者評価〔Ａ とてもよい　Ｂ よい　Ｃ あまりよくない　Ｄ 改善が大いに必要である〕

・児童生徒の将来の自立に向け、
教職員の指導・支援の充実、専門
性の向上を期待する。
・親同士の繋がりが今の時代だか
らこそ重要である。性教育等で保
護者同士の関りを広げていきた
い。
・教員の元気が子どもの元気につ
ながると思っている。先生方の大変
だ！疲れた！という表情は子ども
に伝わっているはず・・・。働き方改
革を推進することも重要である。
・松養まつりでの地域との交流、体
育祭での生徒同士の交流等、自立
に向けて大切な学習だと感じた。
・新型コロナウイルス感染、地震
等、万一の事態に備えた危機管理
が益々重要となってくる。危機管理
対応の整備を進めてほしい。
・小学部の一部の児童を対象に地
域交流を実施しているが、今後は
全員が関わるように進めたい。
・作業学習の様子を見ていると、生
徒の実態差が大きいと感じた。生
徒の徒の実態に応じて、作業班の
見直しは必要である。

令和元年度　松江養護　学部・分掌重点目標

○成果　と　●課題 次年度に向けての方策等 学校関係者評価委員による評価
具体的な取組

の評価【○の％】
（中間）　（年度末）

★最重点目標
（評価目標）
学校目標①～④

最重点目標
の達成度

【４点満点】

★最重点目標の
具体的な取組

評価指標


