
島根県立隠岐養護学校　平成２８年度　学校評価報告書 児童生徒対象アンケートの結果

整理番号 質問項目 評価 概評

1 先生は、授業中わかりやすく教えてくれていますか。 93.8%

2 できた、わかった、もっとやりたいと思った授業はたくさんありましたか。 66.7%

（１）児童生徒一人一人の教育ニーズに即した教育課程を編成し、より充実した教育実践を通して豊かな自己実現に努める。 3 授業や学校行事は楽しいですか。 83.3%

（２）学校生活において、児童生徒が明るく楽しく学びあい、育ちあえる居場所づくりに努める。 4 授業や学校行事にすすんで参加したと思いますか。 66.7%

（３）児童生徒の障がいの状況や能力及び適性に応じ、自立と社会参加に向けた進路学習の充実に努める。 5 学校（教室）に毎日行くことは楽しいですか。 72.2%

（４）地域における特別支援教育のセンター的機能の充実に努める。 6 先生は、学校のきまりや社会のルールをきちんと指導してくれていますか。 87.5%

（５）児童生徒を取り巻く関係機関との連携を図り、地域にねざした学校づくりに努める。 7 あなたは、学校のきまりなどをしっかり守ったと思いますか。 57.1%

8 あなたは、すすんで挨拶をしたり、言葉づかいに気をつけたりすることはできましたか。 73.3%

9 あなたは、学校の友だちや先輩、後輩にいじわるをされたことがありますか。 7.1%

10 あなたは、学校の友だちや先輩、後輩にいじわるをしたことはありますか。 7.1%

11 先生は、進路や友人関係などで、困った時、悩んだ時に話をしっかり聞いてくれますか。 71.4%

12 先生は、いつも気にかけて声をかけてくれていると思いますか。 71.4%

13 学校の勉強や生活は、自分の将来に役立つものと思いますか。 87.5%

14 学校の勉強や生活をとおして、昨年よりできることが増えたと思いますか 81.3%

15 教室、作業室、グランド、トイレなどは使いやすいですか。 84.6%

◆評価の数値（％）＝総数（無回答・５<わからない>を除く）における肯定的意見（１・２）の割合　　　　１　十分達成できている　２　おおむね達成できている　３　どちらかといえば達成できていない　　４　ほとんど達成できていない　　５　わからない

◆４段階評価　　Ａ：十分に達成できている　　Ｂ：おおむね達成できている　　Ｃ：どちらかといえば達成できていない状況　　Ｄ：ほとんど達成できてない状況

分掌等 学校評価項目（学部教育目標・分掌重点目標等）
重点課題との
関連(番号) 学校評価質問項目(教員) 学校評価質問項目(保護者・仁万の里)
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保護者
評価

中間
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教職員
評価

保護者
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4段階
評価 　

4段階
評価 概評

学校運営方針　重点項目
教育目標や学校経営方針、重点目標を意識して教育活動に取組むことができた
か。

学校の教育目標・経営方針の説明が十分にされていると思いますか。 100.0% 78.9% 100.0% 100.0% 84.2%

服務規律 服務規律の確立に向けて、職員全体で前向きな努力がなされたか。 ##### ##### #####

組織的対応 学部（学級）、分掌間の連携を図りながら、組織的に対応できたか。 95.7% ##### #####

望ましい生活習慣を身につけ、健康的な体づくりと体力の維
持向上を図る。 1

児童生徒の実態に応じ、食事指導や手洗い、歯みがきなどについて適切な支援
や指導をしたり、体育的な活動を計画し実施したりすることができたか。

児童生徒の実態に応じ、食事指導や手洗い、歯みがきなどについて適切な支援
や指導をしたり、体育的な活動を計画し実施したりしていたと思いますか。 81.0% 80.0% ##### 96.0% 78.6%

自分の意思を表現し、自ら活動に取り組む力を育てる。 1
児童生徒が自分の意思を表現したり、自ら活動に取り組む力を育てるための取組
がなされていたか。（実態に即した支援ツールや振り返り、選択場面の設定、題材
や展開の工夫など）

児童生徒が自分の意思を表現したり、自ら活動に取り組む力を育てるために必要
な授業や支援がなされていると思いますか。 95.5% 90.0% ##### 96.2% 85.7%

様々な人との活動を通して、人とかかわる力を育てる。 1
高等部やフレンズ、地域の方や居住地校などとの連携を図り、計画的に様々な人
とかかわる場を設定できたか。

高等部やフレンズ、地域の方や居住地校などとの連携を図り、計画的に様々な人
と関わる場が設定されていたと思いますか。 95.7% 95.0% 91.3% 88.5% 86.7%

生活する力や働く力の基礎を培う。 1
児童生徒の実態に合わせ、あいさつ、報告や依頼の方法などについて、必要な指
導や支援が行われていたか。

児童生徒の実態に合わせ、あいさつや報告、依頼の方法などについて、必要な指
導や支援が行われていましたと思いますか。 56.5% 95.0% 91.3% 95.8% 73.3%

健康で安全な生活を意識付け、体力の向上や健康の増進を
図る。

1
身体の発達、安全教育、情緒の安定、性に関する指導等について、生徒の実態に
応じた適切な対応や支援ができたか。

身体の発達、安全教育、情緒の安定、性に関する指導等について、生徒の実態に
応じた適切な対応や支援ができていると感じましたか。 95.2% 91.3% 91.7% 88.0% 86.4%

自己肯定感を養い、自分を表現する力や主体的に行動する
力を育成する。

1
自己肯定感を養い、自分を表現する力や主体的に行動する力を育成するための
取組がなされていたか。（生徒の実態や学習課題に応じた学習内容や指導方法、
グループ編成等）

自分を表現する力や主体的に行動する力を育成するために必要な授業や支援が
なされていたと思いますか。 95.2% 87.0% 87.5% 92.3% 90.5%

多様な集団の中で、人や社会にかかわる力を育成する。 １・５
学校・学部行事、高校との交流、地域行事への参加等の活動を通して、人や社会
とかかわる力や自分を表現する力を育成するための適切な支援ができたか。

学校･学部行事､高校との交流､地域行事への参加等の活動を通して､人や社会と
かかわる力や自分を表現する力を育成するための適切な支援ができていたと思
いますか。

95.5% 91.3% 80.0% 96.2% 90.9%

自立を目指して生活する力や働く力を育成する。 1
作業学習や進路学習、現場実習等を通して、働く意欲を高め、社会生活・職業生
活の自立に向けて適切な支援や指導を行ったか。

作業学習や進路学習、現場実習等を通して、働く意欲を高め、社会生活・職業生
活の自立に向けて適切な支援や指導を行っていたと思いますか。 ##### 91.3% 87.5% 96.2% 86.4%

ＰＴＡ活動の課題を整理しながら、学校と保護者との密の連
携を図る。

4
ＰＴＡ専門部会を開催することで、ＰＴＡ活動が計画的に実施することができたか。
・広報部(ＰＴＡ広報誌発行)・行事部(ＰＴＡ奉仕作業、親子レク立案、ＰＴＡ模擬店)・
研修部(ＰＴＡ懇親会、ＰＴＡ街頭指導等)

学校と保護者が連携を図りながら、ＰＴＡ活動が進められていると思いますか。
PTA組織（専門部、役員会）、PTA活動（広報誌発行、街頭指導、隠岐養護まつり
模擬店やバザーの出店等）

95.8% 60.0% ##### 96.2% 65.2%

関係機関と連携を図るとともに、日頃の活動の様子について
情報発信することで、理解啓発を図る。

1
日頃の教育活動について、ホームページ等により、リアルタイムで地域・保護者等
へ情報発信することができたか。

本校の日頃の教育活動について、ホームページや学部通信等により、情報を得る
ことができましたか。 91.3% 56.0% 87.0% ##### 75.0%

行事の日程調整や見直しの場を学期ごとに設けることで、学
校行事の円滑な運営に努める。

1
各学部、分掌等で学期毎の行事について、話し合いの場を設定することができた
か。 94.7% 88.5%

情報機器、危機管理について意識を高めることで、具体的な
管理体制の徹底を図る。

1 避難訓練を通して、防災意識を高めることができたか。 88.2% 96.2%

一人一人の障がいや発達に応じた適切な教育課程の編成と
実施に努める。

1
教育課程が適切に実施されるよう、学部や担任等と連携して月案・週案の計画、
調整がなされていたか。

子どもにあった時間割になっていると思いますか。 91.3% 88.0% ##### 96.2% 75.0%

保護者と教員の連携を深め、合理的配慮に基づいた個別の
教育支援計画、個別の指導計画の充実と活用を図る

1
個別の教育支援計画、個別の指導計画、年間指導計画の「様式」や「作成の手引
き」は適切であったか。

個別の指導計画（通知表）に保護者の考えが反映されていると思いますか。 91.3% 76.0% 87.5% ##### 62.5%

学部・分掌と連携し、学校教育活動の円滑な実施に努める。 1 校外学習用スクールバスや使用教室の調整は適切に行われたか。 91.7% ##### #####

児童生徒・教職員が利用しやすい図書館環境整備に努め
る。（学校図書）

1
生徒・教職員が活用しやすい図書館になるよう、環境整備や図書の充実に努める
ことができたか。

図書館たよりや図書コーナーなど充実した図書館づくりが行われていると思いま
すか。 95.7% 68.0% 95.7% 84.6% 66.7%

一人一人の障がいや発達に即した指導に努め、安全・安心な
学校生活を確立する

1
児童生徒の課題や実態を把握し、教員間で連携を図りながら行事の運営を行うこ
とができたか。 73.9% 72.7% 84.6%

より健康な生活へつながるような実践を目指す。 1 事故やヒヤリハット事例について、共通理解を図れるような情報提供はできたか。 学校で発生したトラブルへの対応と保護者への説明は適切だと思いますか。 87.5% 91.7% 95.7% 88.0% 75.0%

集団の一員として、よりよい学校生活や人間関係を築こうと
する自主的、実践的な態度の育成を目指す。

1
学部や学級と連携を図りながら、児童生徒が集団を意識して自主的に活動できる
よう支援することができたか。 82.6% 78.3% 80.8%

児童生徒・教職員の人権・同和教育への意識を高める。 1 人権・同和教育の意識を高めるための情報発信することができたか。 教職員の子どもや保護者等への接し方は適切だと思いますか。 91.3% 96.0% 91.3% 80.8% 79.2%

自分の心やからだに関心をもち、健康な生活をめざす習慣や
行動を身につける。（学校保健目標）

1 より健康な生活を目指して、健康意識が高まるような情報提供ができたか。 95.7% 90.9% 88.5%

生徒の実態に応じた進路学習や職場、福祉施設の見学等を年間計画に位置づ
け、学部、学年と連携を図りながら実施することができたか。 ##### 91.3% 96.2%

現場実習先選定にあたり、地域の情報を得るともに、現場実習先および就労先の
確保に努めたか。

現場実習先や就労先が確保されていると思いますか。 ##### 92.0% ##### 92.3% 83.3%

情報収集に努め、生徒および保護者への適切な情報提供を
するとともに、相談会などを通して、関係諸機関との関係作り
を図る。

5
進路に関する情報収集に努め、進路相談会（面接）や進路研修会等を通して、生
徒、保護者、教職員に必要な情報提供したり、関係諸機関との関係作りを図ったり
することができたか。

進路に関する情報が十分に提供されていると思いますか。 95.7% 88.0% ##### 92.3% 75.0%

学校内外の進路に関する情報の収集・提供を積極的にすす
め、障がい者支援ネットワーク構築のための関係諸機関との
連携を深める。

5
校内の関係者や関係機関と連携を図り、情報収集・提供を積極的にすすめ、在校
生に対する進路指導や卒業に対するアフターケアの充実のためのネットワークの
構築に努めたか。

在校生や卒業生のための関係機関とのネットワークづくりができていると思います
か。 ##### 84.0% ##### 96.0% 58.3%

ワークセンターの効果的で職員が一体となった運営と業務の
遂行をおこない、非常勤嘱託職員の就労支援につなげてい
く。

3
ワークセンターは、教職員が一体となった運営と業務の遂行をおこない、非常勤嘱
託職員にとって効果的な活動ができているか。 68.8% 88.0%

授業研究に取り組み、教育実践の深化を図る。 1
研究グループにおける話し合いや、授業研究・研究協議は実践を深めていくうえ
で有効な取組となったか。 90.5% ##### #####

教育的力量を高めていくための研修の充実を図る。 1
研修の機会と内容は、生徒理解や指導方法を深めていく上で有効な取組となった
か。 ##### ##### #####

地域における特別支援教育のセンター的役割の充実に努め
る。

5
特別支援教育研修会や教育相談活動などは、保小中高の支援に有効な取組と
なっているか。 95.2% 95.8% #####

業務遂行
事務遂行を迅速かつ適切に行い、かつ積極的に事務改善や仕事の効率化に取り
組んでいたか。 ##### 95.7% #####

接遇 電話や来客の対応・取り次ぎは、丁寧・適切であったか。 電話や各種相談での応対は丁寧だと思いますか。 95.5% ##### 95.7% 96.0% 95.7%

教育目標
児童生徒一人一人の障がいや発達に即した適正な教育をおこない、「仲よく、明るく、たくましい」（校訓）人間への成長発達をめざす。

学校経営方針

(高等部)　学校生活全般に充実感をもって過ごしている生徒が多く、友だちや
教職員とのかかわりも拡がり、行事等に活発に取り組んでいるように思われ
る。生徒の課題をとらえ、生徒自身が目的意識をもって取り組めるような授業
づくりを計画的に行う必要がある。
・学校や社会のルールやマナーについては問題意識を抱きつつも実践面では
難しいと感じている生徒も多い。集会活動や学級活動での指導だけでなく、日
頃の声かけや個別の指導を継続的に行う必要がある。
・限られた人間関係の中でつきあい方に悩む生徒たちの言動について日頃か
ら情報交換を行っている。状況把握に努め、生徒たちの気持ちを受けとめ適切
な対応ができるよう協力体制をもって取り組みたい。

平成２８年度重点課題

１．教育実践の充実・深化
①生活単元学習と自立活動　②「総合的な学習の時間」を活用した職業コースの充実 ③交流及び共同学習　④地域講師の積極的活用⇒指導内容の充実理解・啓発の推進　⑤主権者教育

２．障害者差別解消法を意識した対応の充実

３．ワークセンターの設置に伴う環境の整備

４．PTA活動の充実～今年の成果の上に更なる充実をめざす

５．隠岐養護があることで生まれる隠岐圏域のネットワークの維持・発展

◆評価の数値（％）＝総数（無回答・５を除く）における肯定的意見（１・２）の割合　　１　そう思う　　２　思う　　３　あまり思わない　　４　思わない　　５　わからない

自己評価 学校関係者評価
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総合的に見て、現在の隠岐養護学校の教育活動に満足していていますか。 91.3%

昨年度

96.0%

本年度
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学
部
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Ｂ

・個々の生徒の健康面・情緒面の実態・課題等の把握・適切な支援については、学年部を中心にしてきめ細かな対応がなされ、
概ね安定した生活を送っている。部活動等の体育的な活動への参加状況も順調で、意欲的に運動に取り組む姿勢がみられる。
性教育について、生徒の実態に応じたグループを組んで、実態把握や必要な指導を行い自己理解・他者理解を高めるように努
めている。日頃の生活指導・生徒指導等については、適切な支援について検討する機会を確保し、職員間での共通理解に努め
指導を徹底できるようにしたい。
・生徒たちは学校・学部行事等に見通しをもって、進んで活動に取り組み、生徒同士のかかわりも深まってきた。各学年では地
域の資源を活用した授業も積極的に行い成果を上げることができた。生徒たちの主体性を重視した取組みについて、その内容
や支援方法について検討し、計画的に行う必要がある。交流及び共同学習については積極的な活動の様子など一定の成果は
あるが、相互の交流を深めるための支援の見直しや、意義を伝えて共通理解を図ることなどが必要である。
・生徒数の減少や多様な実態に合わせた作業班の編制や作業内容等について検討する必要がある。
・進路学習や現場実習等を通して自分の進路について考え、課題を意識するようになっている。現在の生活と将来の社会生活
がつながっていること、日頃の生活の積み重ねが重要であることをしっかりと捉え、行動できるように継続的に支援したい。
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生徒一人一人の将来を見すえた自己実現へ向けて、進路指
導および進路に関する学習の充実を図る。
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