
平成２９年度　島根県立隠岐養護学校　学校評価報告書

教育目標 整理番号 評価 概評

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、たくましい人間への成長発達をめざす。 1 91.7%

学校経営方針 2 54.5%

（１）児童生徒一人一人の教育的ニーズに即した教育課程を編成、実践する。 3 83.3%

（２）児童生徒が学びあい、育ちあえる異年齢活動を展開する。 4 58.3%

（３）関係機関との連携を図り、自立と社会参加に向けた進路学習を進める。 5 81.8%

（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 90.9%

7 83.3%

平成２９年度教育内容の柱 8 76.9%

（１）健康な身体づくりと基本的な生活習慣の確立 9 80.0%

（２）自分の意思を表現し、主体的にかかわっていこうとする力の育成 10 88.9%

（３）集団的な活動をとおして、他者と協働する力の育成 11 90.0%

（４）自立に向けての生活力・働く力の育成 12 90.0%

13 100.0%

14 100.0%

15 91.7%

　　　　　　 　※設問９．１０のみ総数における肯定的な意見（３・４）の割合

◆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　【評価基準】　１：十分達成できている（そう思う）　　２：おおむね達成できている（だいたいそう思う）　　３：どちらかといえば達成できていない（検討すべきである）　　４：ほとんど達成できていない（改善すべきである）　　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

教職員評価 保護者評価
評価項目 評価項目

・教職員が「学校経営方針」を意識して、職務に取り組むことができた
か。

100.0% 100.0% ・本校の教育活動を通して、お子様の成長・発達が見られましたか。 86.7%

・早めの提案、実践、改善を心がけて校務に取り組むことができたか。 96.0% 87.0%
・教職員は保護者に対して、明瞭（簡潔、丁寧）な説明をしていました
か。

87.5%

・学期に１回性教育の授業を行ったり、養護教諭や保護者と連携した取
組をしたりする中で、児童生徒の日常生活に改善がみられたか。

80.0% 100.0%

・体育や自立活動、朝運動などの指導の検討を複数回行う中で、児童生
徒の取り組む姿勢に改善がみられたか。

96.0% 100.0%

・高校との交流及び共同学習を設定し、生徒同士がかかわり合うような
活動を行うことができたか。

91.6% 90.9%
・生徒が学校生活や学習活動を楽しみにし、やりがいや達成感をもって
生き生きと取り組んでいましたか。

75.0%

･地域との連携を図り、生徒が主体的に活動に取り組むような学習を設定
することができたか。

84.0% 100.0%
・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、自立に向
けて適切な支援がなされていましたか。

81.8%

総
務

・余裕をもって月行事予定が示され、見通しのもてる計画であったか。 100.0% 95.5% ・学校と保護者が連携しながらPTAの事業が行われていたと思いますか。 90.0% Ｂ Ｂ

・保護者と支援を連携するにあたって、保護者懇談等が適切な日程に設
定されていたか。また、話し合う項目についてその時期に応じて必要な
内容を整理して職員会等で提示していたか。

96.0% 100.0%
・保護者懇談では、担任とお子さんの成長や課題・支援の仕方について
話し合うことができましたか。

80.0%

・指導検討会や個別の指導計画の作成、懇談後の記録の回覧などは、目
標設定や情報共有、日々の指導につながり生徒の学びに有効であった
か。

100.0% 90.9%
・話し合ったことをもとに、家庭と学校とが、協力して支援を行うこと
ができましたか。

84.6%

研
究
相
談

・生徒を抽出して実態や課題について情報を共有したことを、授業づく
りに生かすことができたか。

84.0% 100.0% Ｂ Ｂ

・ 教員が伝えたルールやマナーを児童生徒が意識しながら、適切に行え
たか。（職員室の出入り）

84.0% 73.9%
・生活習慣、ルール、マナーについて適切に指導、支援が行われていま
したか。

93.8%

・ 職員会等で話し合ったルールやマナーに関する指導を教職員が共通し
て取り組んでいたか。

88.0% 69.6% ・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。 87.5%

・現場実習が充実していると思いますか。 84.6%

・進路だよりやホームページ上において、進路に関する情報の提供は十
分だと思いますか。

91.7%

・ネットワーク構築のために障がい者就業・生活支援センター、ハロー
ワークとの連携ができていると思いますか。

80.0%

・事務遂行を迅速かつ正確に行い、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。

100.0% 100.0%
・事務遂行を迅速かつ正確に行い、かつ積極的に事務改善や仕事の効率
化に取り組んでいましたか。

83.3%

・電話や来客の対応・取り次ぎは、丁寧・適切であったか。 100.0% 100.0% ・電話や来客の対応・取り次ぎは、丁寧・適切でしたか。 100.0%
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４段階
評価

・体育やプール学習、朝運動、自立活動などで、実態に応じて、体を
しっかりと動かす取組を行っていたと思いますか。

進
路
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導

分掌等

学
校
運
営

小
中
学
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等
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Ｂ

・ネットワーク構築のために年間を通して障がい者就業・生活支援セン
ター、ハローワークとの連携が図れているか。

92.0% 95.2%

100.0% Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

◆評価の数値（％）・・・総数（無回答・５を除く）における肯定的な意見（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

先生は、授業中わかりやすく教えてくれていますか。

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。

授業や学校行事は楽しいですか。

授業や学校行事にすすんで参加したと思いますか。

学校（教室）に毎日行くことは楽しいですか。

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。

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。

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。

・「授業はわかりやすい」という評価の反面、「できた、わかった、もっとやりたい」
「すすんで参加した」という評価は低めである。児童生徒が受け身的ではなく目的意識
をもち自ら学んでいこうとする授業作りをしていきたい。また設問２の回答には児童生
徒の自己肯定感の低さも関係していると思われるので、学校生活全般を通した自己肯定
感の醸成を意識した取組を行っていきたい。
・学校行事については、負担がかかる児童生徒や注目されること、自分の役割を果たす
ことにストレスを感じる児童生徒もいるが、多くの児童生徒は意欲的に参加している。
行事をとおして児童生徒個々に成長する姿が見られるので、精神的な面も含め支援して
いきながら今後も有意義な行事になるようにしていきたい。
・学校生活への期待度（「楽しい」）は概ね高いと思われる。また学校生活の有用感
（「役立つ」「できることが増えた」）も感じている。
・あいさつや言葉遣いの取組の継続とともに、TPOを意識した言動、児童生徒間のよりよ
い関係づくりについても取り組んでいきたい。
・いじめについては、児童生徒によって受け止めが違う部分があるが、今後も小さな事
案も児童生徒の気持ちを丁寧に聞いていくことを継続していきたい。
・教員の児童生徒に対する対応や施設設備についても、概ね満足できる評価であるの
で、継続していきたい。

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。

教室、作業室、体育館、校庭、トイレ、プレイルームなどは使いやすいですか。

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。

Ｂ

Ａ

Ａ

評価・改善点等
４段階
評価

Ａ

外部講師による研修会において校内生徒のケース検討を重ねたことで生徒理解が深ま
り、指導に活かす上で非常に有効であった。来年度もケース検討を継続し、個々の児童
生徒の課題や支援方法について全職員で考えていきたい。
授業研究では授業者の課題を協議の柱として事前に全体に周知することで、焦点をし
ぼった研究協議を目指した。時間的な制約のため十分に深めることは難しかったが、参
観者へのアンケートを工夫したことで、いろいろな意見を集約することができた。アン
ケートによる他学部からの意見は、授業の振り返りに有効であり、次の授業に活かすこ
とができた。

行事計画は、早めに予定を集約して一定の見通しをもって示すことができた。行事の精
選は、来年度の計画に向けてアンケートを実施し各部署からの意見を集約した。これを
参考に来年度の行事計画策定に反映させたい。PTAの取組は、役員会を中心に各事業に
取り組んだ。学校、保護者の各担当者で連絡を取り合いながら事業を進めるとともに、
話し合われた内容について後日文書を役員に配布し、役員全員で共通理解を図った。役
員以外の保護者への発信を多くし、今後役員会の動きについて、保護者全員へ伝達する
ことを考えたい。

Ａ

Ｂ

Ｂ

・児童生徒のアンケートで「わかりやすい授業」「授業や学校
行事が楽しい」「できることが増えた」「学校の勉強や生活は
将来に役立つ」という評価が高いということは、教職員の努力
で学校として十分機能していると感じる。
・保護者の評価が低い高等部の項目（やりがいや達成感をもっ
て生き生きと取り組んでいるか）は、保護者が見えにくい部分
があるのではないかと感じる。
・「できた、わかった、もっとやりたいと思った授業はたくさ
んあったか」の項目は、「たくさんあったか」と言われると回
答しにくいのではないかと思う。
・ＰＴＡ活動は今年から運営方法を変えたが、とても負担が
減った。役員みんなで取り組むことができた。しかし保護者の
数が減少しているので、まつりの模擬店などは現状維持が妥当
である。
・ＰＴＡに学校が何を期待するかを、ＰＴＡと共通理解するこ
とが必要である。行事の受け皿的な意義ではいけない。子供と
一緒に成長するというのが存在意義だと思うので、研修等の実
施が必要と感じる。
・生徒の呼び方について、大人として「さん」づけで行う方が
よいのではないかと思う。
・生徒指導のふるまいの向上はすぐに表れない。根気強く継続
していくことが必要である。職員室の出入りについて教職員の
評価が低いのは、教職員の意識の差があるのではないかと感じ
る。
・センター的機能の専門性を生かしたアドバイスを期待してい
る。保育士等を支援していける体制を町としても考えていきた
い。
・保育士の気づきを支援することをセンター的機能に期待して
いる。
・保育所からの支援は大切だと感じる。大人になってから本人
が支援を受けることを拒むことがある。小さい頃から支援を受
けていることが大事。
・進路指導は、現場実習などの選択肢も増え、生徒の卒後の支
援につながっている。
・就業・生活支援センターと学校と連携した卒業生に対する支
援が、とても行き届いている。特に学校に卒業生がフラッと立
ち寄って気持ちを整えていけることはとても重要だと思う。
・事務部は対応がとてもよいと感じる。１つ目の項目（事務遂
行を迅速かつ正確に行い、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）は表現が保護者に対して難しいのでは
ないかと感じる。
・地域との関わりでは、運動会、まつり、岐楽市が伝統的行事
として定着している。これが地域の方への教育的効果、障がい
者理解の推進があると思うので、継続していってほしい。
・学校評価の４段階評価の仕方がよくわからない。アンケート
で高い数値が出ていてもＢ評価になったりしている。

質問項目

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。

あなたは、学校のクラスの友達や先輩、後輩にいじわるをされたことがありますか。

あなたは、学校のクラスの友達や先輩、後輩にいじわるをしたことはありますか。

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。

自己評価 学校関係者評価

概評

学校経営方針を意識した取組がなされ、その成果として児童生徒の成長が見られたとい
う保護者８割強の回答になっている。しかし学校だけなく関係機関とも連携した取組を
期待されているところは今後の課題である。
教職員間による早めの提案等については、今後も徹底を図り、取り組んでいきたい。ま
た、保護者への説明は懇談等を利用して、より「具体的に説明するなど工夫していきた
い。

生活習慣については日々の生活の中で目標をもって取り組んだ。また中学部の２名は年
間3～6回の性教育も実施した。ハンカチの携帯や洗体の仕方、定時排泄、着替え、食事
などの面で、それぞれ成長がみられた。児童生徒の取組の様子や成長は、連絡ノートや
登下校時、家庭とも情報を共有することができた。
運動については、前期は、意欲的に取り組む姿が多くみられ、姿勢の改善、運動量の増
加などの成果があった。しかし後期に寒くなってくると、全体的に動きが悪くなり、意
欲的に取り組めないこともあった。冬場の運動内容の工夫が課題である。朝運動や体育
での取組の様子について学校・学部だよりの中で発信した。

生徒の実態や課題を的確に把握し、日々の授業を見直し適切な支援を行うようにすると
ともに、個々の生徒が具体的な目標をもって日々の活動に臨み、自分から積極的に取り
組むことができるようにする。また、日々の連絡や学級通信、懇談等により教育活動や
生徒の活動状況についての情報発信をさらに行っていきたい。
交流及び共同学習については一定の成果を認めてはいるが、生徒間の交流を深める点に
ついては課題が残されており、その意義や活動内容、生徒についての情報交換等、密に
行っていきたい。
地域に学ぶ学習、現場実習等については更なる情報収集に努め、選択肢を拡げるととも
に、生徒の実態に応じた支援を行えるよう連携を図っていくようにする。

個別の指導計画作成や保護者懇談は、児童生徒の課題や支援の方向性を明確にするうえ
で有効だったと思われる。今後も学校と家庭が連携し、子供たちの学びにつながるよう
に計画を立てていきたい。来年度は新指導要領移行期間となり、支援・指導計画の在り
方について検討していきたい。

マナーについて生徒に直接指導する機会がもて、挨拶、職員室の出入りなど、意識して
取り組めた生徒もいたが、指導したことで、逆効果（注目行動）になった生徒もいた。
今後も継続して取り組んでいきたいが、取組の状況や成果などを生徒に伝えていく方法
を考え、生徒自身が振り返ることができるようにしていきたい。教職員間の情報の共有
はできても、個々の生徒に対する具体的なかかわり方などについて話し合ったり、確認
しながら取り組んでいくことが不十分だったので、職員会や朝礼の場で確認できるよう
にしていきたい。

現場実習先については、生徒の実態や希望に沿う形で行った。保護者の方へ実習先を見
ていただくためにも、実習先への保護者挨拶については必ず行う方向で進めていきた
い。
月に１回保護者向けに進路だよりを配布し情報提供に努めた。特に、障がい者就業・生
活支援センター、ハローワークとの連携について定期的に進路だよりの中で発信した。

接遇面で来校者へのあいさつ励行の徹底を図り、また事務遂行面でも教員・事務職員が
お互いの室を頻繁に行き来して情報共有を行いながら、各種総務事務処理に係る教員へ
のサポートを積極的に行ってきた結果として、肯定的な評価を受け、検討・改善すべき
との評価がなかったこと自体は評価したい。
今後は、各システム等に対する自らの理解度をさらに高め、より迅速に対応できるよう
努めていきたい。


