
平成３０年度 松江養護学校 学校評価                        

総務部 ③保護者と協力して、ニ 
ーズ調査やPTA役員会等で

PTA活動について検討を行

い、PTA活動の改善に努め

る。 

2.96 

・H31 年度へ向けた調査や検討を

役員会開催スケジュールに合わせて

進め方向性を出す。 

・広く保護者、教職員への PTA 活

動への理解、参加を促すために PTA

だよりの内容の改善を図る。 

全 

教 

職 

員

役員会等でサマ

ースクールの在

り方について話

し合い、次年度へ

の方向 

定めることができたか
75.7

○ＰＴＡ役員会では、毎回グ

ループディスカッションを

行い保護者同士で話し合い

来年度の方向性を定めるこ

とができた。 

●役員会での承認事項の周

知に課題があった。 

教職員や保護者ＰＴＡ一般会

員への情報提供の工夫と新事

業の内容検討をしていく。 

Ｂ

新しい取り組みをして

改善しようと努力して

いる。 

教務部 ①②児童生徒の学習の充 
実のために、新学習指導要領

の教員への周知を図り、教育

課程等への理解を深める。

3.61 

・勉強会の実施（年３回） 

・教務便りの発行（年３回） 

勉強会や教務便

りの発行 

年３回ずつ実施できた

か 
71.9

○教務便りの発行は新しい

取り組みで効果的だった。 

●勉強会が年間をとおして

計画的にできなかった。 

勉強会の効果的な実施と、新

学習指導要領の理解を深める

ための継続的な取り組みを行

う。 
Ｂ

教務便りの継続と勉強

会の実施に期待する。

勉強会の理解度はどう

か。 

相談 

支援部 

③特別支援学校のセンター
的機能の一環として、安来市

内知的障がい特別支援学級

への支援の充実を図る。 

3.40
・知的障がい学級担任対象の勉強会

の実施（年2回） 

市教委との連絡会の実施（学期に 1

回） 

勉強会と市教委

との連絡会 

計画通り実施できたか

91.7

○安来市内の小中学校と本

校の情報共有ができた。 

●主催が本校だけでは参加

校が少ない。 

学習会以外で安来市小中学校

とつながる方法を考える。校

内に、地域の状況を知っても

らえるよう便りを継続する。
Ａ

理解啓発に努めた。 

進路 

支援部 

③自立と社会参加を見据え
た進路指導の充実のため、関

係機関とのつながりを効果

的に取り入れる。 

3.36 

・ケース会や進路相談会等で、関係

機関の参加を積極的に呼びかけ、情

報交換したり、支援のネットワーク

を構築したりする。 

・関係機関（相談支援事業所等）に

ついての情報提供をしたり、ネット

ワーク構築につながった事例等を紹

介したりする。 

学部（学年）会や

懇談会等におい

て 

事例紹介や情報提供 

95.5

○保護者が事業所説明会に

参加し関係機関と繋がりサ

ービス利用が実現したケー

スがある。 

●学部によって情報提供の

時期や方法がまちまちであ

った。 

描く額bへの情報提供を計画

的に実施する。 

Ａ

関係機関との連携を引

き続き努力してほし

い。 

生徒 

支援部 

②学校全体で取り組む教職
員の心得１０カ条の実践の

取り組みをとおして、児童生

徒一人一人を大切にする教

育を心がけて日々の実践に

あたれる雰囲気作りを促し

ていく。 

3.19 

・生徒支援部の中に重点目標推進の

業務を設け、運動会、体育祭、松養

祭りの事前学習、事後学習でポスタ

ーやスローガン、振り返りなどの掲

示物を作成し、廊下に掲示するよう

促す。このことを通して、児童生徒

が学校生活に見通しを持ち楽しく学

習に取り組める学校づくりを目指し

ていく。 

教 職 員 の 心 得

１０カ条の実践

の取り組み 

教材の確保や学部会等

で計画の目的を示すこ

とで実践できたか 

（活動を通してつなげ

たいところ） 

児童生徒一人一人を大

切にする教育について

考えたり、共感したり

する機会をもつことが

できたら。 

92.9

○教職員の心得１０ヶ条の

認知が進んだ。壁面やポスタ

ーが効果的だった。 

●10ヶ条に関の浸透につい

て。 

１０ヶ条に関する研修や見直

しなどを定期的に行う。 

Ａ

10 ヶ条の周知は進ん

でいると思われる。 

保健部 ①担任と連携を密にした健
康観察や校内の環境美化、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。

3.22 

・ヒヤリハットの報告フォームへの

入力を呼びかけ、定期的に入力内容

を整理し、危険だと思われる場所、

場面等の状況について全校へ伝達す

る。 

ヒヤリハットに

ついて 

情報を共有し、児童生

徒の安全に配慮した取

り組みにいかすことが

できたか。 

87.8

○「ヒヤリハット」について

学期ごとにピックアップし

報告できた。報告についての

呼びかけを行い情報収集で

きた。 

●重要な案件の周知につい

て課題である。 

重要な案件について、各職員

室にコーナーを設けるなどし

て、適宜学校全体に周知でき

るように工夫する。 
Ａ

性教育は大切。保護者

にも指導してほしい。

研修部 ②自立活動の指導の検討や
授業づくり等の実践を通し

て、教職員一人一人の専門性

を高める。 

3.38 

・全教職員へのアンケート調査 

・全校研修会の開催 

・グループ研修会の開催 

・勉強会の開催  

自立活動の指導

について 

年度当初より理解を深

めることができたか。
96.8

○アンケートにより96％の

教員が「自立活動の指導に理

解が深まった」と回答があっ

た。 

●自立活動の指導に対する

専門性の維持について。 

自立活動の指導の専門性が維

持できるように研究体制を整

えて行く。 Ａ

学習の教材を色々工夫

しておられた。 

情管 

報理部 

①情報機器の管理を徹底す
るとともに教職員の情報管

理意識の向上を図る。 
3.71 

・情報機器やネットワークの利用に

関するルールを職員会や学部会、メ

ールなどで月1回以上伝える。 

報告、連絡された

こと 

確認、実施することが

できたか。 
98.0

○ウイルス情報やＵＳＢに

関する情報提供を行った。 

●掲示板での情報提供につ

いて。 

掲示板だけでなく、学部朝礼、

全体終礼などでの周知を行

う。 Ａ

スピーディーに対応さ

れていた。 

舎務部 

②寄宿舎、高等部（川津、乃
木）舎監が連携し、適切な生

徒支援につながるよう、情報

発信を積極的に行う。 

3.28 

・朝礼や終礼、松養WEB、寄宿舎便

り等で行事や生徒の様子、欠食締め

切りのお知らせ等を知らせる。当直

に入る舎監には引継ぎを密にし、情

報共有に努める。 

・生徒支援については連絡ノート、

メール、電話等を情報共有と、問題

発生時には生徒指導記録等を活用し

て素早く、事実確認の情報や対応、

改善策等を上げていく。 

寄宿舎便りや連

絡ノート、メール

や電話連絡、生徒

指導記録等を通

して 

寄宿舎生の情報を知る

ことができたか 
89.1

○メールや掲示板での情報

発信で成果があった。 

●情報教諭ができていない、

情報が早く伝わらない事が

数回あった。 

情報伝達のながれを祖Hし汽

笛に改善し、周知徹底するこ

とで改善する。 

Ａ

寄宿舎生の生活をしっ

かりと支えておられ

る。 

事務部 ①学校の施設・設備を安心・
安全な状態に維持する。 3.65 

・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。 

施設・設備の破

損・不具合等 

認知した日から3日内

に対応方針を決める 
98.0

○施設・設備の副愛について

は、早急に対応できた。 

●懸案事項あり。 

未対応事項は、継続して取り

組みを進める。 

Ａ

施設の手狭間があり川

津校舎の老朽化が進ん

でいる。 

★最重点目標の達成度 〔 ４ おおいに達成できた。 ３ ある程度達成できた ２ あまり達成できていない  １ 全くできていない。 〕       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 〕  

★最重点目標 

（評価目標） 

学校重点目標①②③ 

最重点目標

の達成度 

4 点満点

★最重点目標の 

具体的な取り組み 
評価指標 

具 体 的

な 取 組

みの 

評価 

〇の％

○成果と●課題 次年度へ向けての 

方策等 

学校関係者評価委員 

評価者
評価項目 

（～が） 

評価内容 
（～できたら） 

小学部 ②児童の実態把握や授業づ
くりについて、学級や学習グ

ループでしっかり語り合う時

間の確保。 

3.32 

・ニーズに応じた勉強会等で講義だ

けでなく表出し合う場の設定。 

・児童や授業づくり（ＰＤＣＡサイ

クル）について学級・学年・縦割り

グループで語り合う時間の設定。 

小学部

所属者

児童や授業改善

について語り合

う時間 

２週間に１回は確保 

100

〇全員が意識して語り合う

ことができた。 

●対象児童（学部兼）以外の

児童については不十分であ

った。 

学級での話し合いの時間のと

り方を検討していく。 
Ａ ・どの学部もしっかり

と目標を持って取り組

んでおられるのは良

い。 

・目標に向かって話し

合いが持たれることは

よい。 

・授業参観して、子ど

もたちが意欲的に学習

に取り組んでいる姿が

印象的だった。 

・生徒のみなさんが、

様々な物づくり（瀬品）

をしている姿を広く地

域の方々に見てもらえ

る機会を増やすことは

できないか。 

・小学部児童が楽しく

できることを一生懸命

取り組む姿、また先生

方の支援もよいとおも

う。 

・職業コースは、より

専門性の高い指導が必

要になってくると思

う。 

中学部 ②生徒の主体的な姿を導き
出せるよう、実態把握や中心

課題を多面的に検討し授業に

反映することで、よりよい授

業づくりを行う。（ＲＰＤＣＡ

サイクル） 

3.40 

ＲＰＤＣＡサイクルの中で、自立活

動の視点が盛り込まれた授業略案を

作成する。その授業略案をもとに授

業実践、振り返りを行い授業改善に

努める。 

中学部

所属者

自立活動の視点

が盛り込まれた 

一人一授業略案作成 

96.0

〇一人一授業の取組をとお

して RPDCA サイクルで授

業つくりができた。 

1 年間の振り返りやまとめ、

改善点を次年度に生かしてい

く。 Ａ

高

等

部

総

合

コ

ｌ

ス

②作業学習内容を見直し、作
業班の改編を目指す。 3.25 

生徒の実態に合わせ7つの作業班の

改編を検討する。各作業学習の内容

についても見直しを図る。 
総 合

コース

所属者

作業班会やチー

フ会に加え、検討

会において 

作業班の学習内容の見

直し等、検討会で示さ

れた内容についてそれ

ぞれが意見を述べたり

意見を書いたりする。

98.0

〇格差御班で話し合いがな

され、新しい作業班の枠組

みが示された。 

●作業班によっては実態に

差があり、個別の対応が必

要になる。 

実態差のある作業班の、作業

ニア用について検討してい

く。 Ａ

職

業

コ

ｌ

ス

②乃木校舎のカリキュラム
について理解を深め、効果的

な運用を検討する。（教科別の

指導について理解を深める。

職業コースとして専門性の向

上） 

3.36 

・研修部と連携して各教科の考え方

や自立活動について勉強会を行う。

・教科別の指導の授業をお互いで見

合う機会をつくる。 

職 業

コース

所属者

勉強会や授業を

見合う機会が 

・カリキュラム（乃木

校舎の教育課程）につ

いて勉強会を実施す

る。 

・授業を見合う機会を

設定する。 

95.0

〇自立活動について研究で

取り組みながらカリキュラ

ムについて理解を深めるこ

とができた。 

●運用面での検討が必要。 

自立活動について共通理解し

運用面での理解を深めていく

こと。 Ａ

安

来

分

教

室

②自己理解を深め主体的に
学ぶための教育実践をめざ

し、個々の実態や課題に応じ

た指導や支援の充実を図る。

3.85 

・月 1回、研究の日を設定し、授業

改善や生徒支援等中心とした学習会

を行う。 
安 来

分教室

所属者

授業改善や生徒

支援等の学習会

が 

月 1回実施 

100

〇個々の実態に応じた活動

や支援方法を共通理解でき

た。 

●具体的な支援方法を深め

る時間がとりにくかった。 

研究の日や生徒や学習支援に

ついての検討の時間の確保や

検討内容の工夫をしていく。 Ａ

①まもる 

安心安全な 

明るい学校 

②たかめる 

専門性の向上 

③つなぐ 

連携 

・児童生徒が学びやすい環境づくり  ・教職員が働きやすい環境づくり  
・体力づくり健康づくり食育の充実  ・性に関する指導の充実 

  ・いじめのない学校づくり ・教職員の高い危機管理意識  ・教職員の働き方
改革の推進  ・ワークライフバランス  ・自己管理意識とコンプライアンス 

・学び続ける教職員  ・授業力向上  ・自立活動を意識した教育活動の展開 
・児童生徒のニーズに応じた教育の充実  ・高等部コース制の見直しや教育課程の改 
善・運用  ・個別の指導計画・教育支援計画の改善・活用  ・積極的な生徒指導・生活
指導 ・ICT機器の活用力の向上  ・OJT、外部専門家の活用による人材育成 

・チーム力向上（協力体制の充
実） ・組織強化 ・学級・学
年部、学部、校舎間、寄宿舎、
事務室の連携（情報共有、共通
理解の促進） ・外部関係機関
との連携（支援会議・職場開拓
の推進、進路指導の充実） 
・保護者との連携（共通理解の
促進） ・地域との連携（地域
資源の活用、地域貢献）   

（小

学校経営の重点目標 


