
令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

○自分の好きなこ
とやできることを広
げながら、活動に
取り組む

・児童の好きなこ
と、得意なことを
手がかりに、繰り
返しを大切にし
ながらも、新しい
素材や題材を取
り入た学習を展
開する。

・実際に観たり聴い
たり触れたり、本物
や実物を活用する。

・担任だけでなく、校
内外の様々な人材
を活用しながら、授
業を行う。

・研究授業等を活用
して、複数の教員で
児童の様子や授業
について共有、検討
を行う。

・新しい教材や素材を
取り入れ、児童の可能
性を広げる授業作りを
行ったか。

・研究の日や研究授
業等活用しながら、複
数の教員で、子どもた
ちの様子について共
有したり、授業につい
ての話し合いを行った
りできたか。

9 24 0 6 2 12 0 0 84.6 100.0

○チーフ会を設定したことで、共有や相談をする形が少しずつ整ってきたように感じる。
○自立活動の検討をもとに丁寧に取り組んでいたと思う。
○研究で話す時間を生かしたり、短時間の雑談でも児童の様子について話したりすることで、情
報共有できたり、新しい取組が生まれたりすると感じる。
●授業研究、研究授業の参加者が少ないことについて
⇒・若い教員を育てようという姿勢や、お互い学び合い、高め合おうという考え方は学校全体として
必要ではないかと感じる。研修部や主事と呼びかけながら、隣近所で声を掛け合う。
学校のスタンスとして体制が取れるよう年度当初より考えたい。管理職からのよびかけ望む。
●他学級や他学部への情報発信の改善について
⇒・掲示板や朝終礼、回覧を利用し、これまで以上に意識しながら児童の様子や授業について発
信していきたい。
●研究対象児以外についても、もっと情報共有や授業について検討できる機会の確保について
⇒・チーフ会や朝終礼を活用し、授業公開日をお知らせしたり、学級会を活用し児童について
の話し合いをしたりする。特に、チーフ会→学級会→学部会の行程がうまく機能していくようにし
たい。

○友だちや身近
な大人との関わり
を楽しめる

・自分から人に
関わったり、気持
ちを伝えたり、相
手からの関わりを
受け止める力を
育てる。

・児童に応じた、コ
ミュニケーションツー
ルを使用したり、工
夫したりする。

・学部や全校の集会
や、学習グループを
工夫し、他者と関わ
れる場面を設定す
る。

・教材研究の日を活用
したり、専門性の高い
教員の協力を仰いだ
りしながら、児童のコ
ミュニケーション教材・
教具を工夫することが
できたか。
 
・児童が関わりをもて
るような学習場面を設
定したり、関わってもら
えるように児童の様子
について、回覧や朝
終礼で全校に発信す
ることができたか。

8 29 0 2 3 11 0 0 94.9 100.0

○学習グループは学年を越えて様々な取り組みが出来ていた。
　⇒・来年度も継続し、学部をまたぐグルーピングも検討できると良い。
○児童に応じたコミュニケーションツールの活用ができていた。
○他学部の先生に積極的にシフトに入っていただいたことは、学部としてシフト面でも、児童の理
解面でも有効であると感じる。
⇒・小さい学校なので、学部を超えて多くの教員が児童それぞれを知ろうとする、知ってもらう姿勢
を今後とも継続していきたい。
○関わりを広げようと様々な取り組みをしているように感じる。集団の中で発声できる様子があっ
た。
●教材研究の日の確保や考え方について
⇒・別のことに変更されることが多いので、きちんと確保されると良い
⇒・前もって知らせたりしながら段取りができるようにお互い気をつけていきたい。
⇒・そもそも教材研究の日の捉え方を共通理解するとよい。個人の作業日なのか、児童や授業に
関わる諸　課題解決に当てられる日なのか共通理解できるとよい。
●合同学習の計画が遅れた。
⇒・もう少し早めに計画を立てるようにする。

○元気な心と体
で、様々なことを
経験し、興味関心
を広げる

・校内の担当者
及び隣接医療施
設や、関係諸機
関、保護者と情
報共有する場を
設定するととも
に、日々の学校
生活で情報を活
用する。

・健康な心と体つくり
につながる自立活動
の指導の充実を図
る。

・校内の各担当者と
の連絡・相談・報告
を密に行いながら、
外部機関と連携を図
る。

・児童の心と身体の健
康について、ＳＶ（スー
パーバイザー）やＳＣ
（スクールカウンセ
ラー）等、専門性の高
い教員や人材の協力
を仰ぎながら、学習を
行うことができたか。

・外部の関係機関と適
切な連携を図るととも
に、その情報を校内で
共有及び活用すること
ができたか。

11 23 0 5 6 8 0 0 87.2 100.0

○SVの先生に授業に入っていただいて、助かった。
○専門性のある教員や外部機関に相談し、学習等の環境を整えていきつつある。
○保健室、主事、学級内の教員と連携することができた。
○個（別）の支援に対する配慮や工夫の中に、「関わり」について指標に具体的にあげて学部全
体で共通理解を図って方向性を出しておられるところはとても意義が大きいです。
⇒・今後もSV（スーパーバイザー）に定期的に来てもらい、アドバイスをいただきながら指導に生か
せるとよい。
⇒・児童の実態に応じて、外部機関、内部の教員、各部署の連携も同様に継続したい。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人) 年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　　　⇒・今後の改善策　〉
学部・分掌

等
各学部・分掌目標

令和元年度
各学部・分掌

重点目標達成のた
めの方策

評　　価　　指　　標 A D 全体
学部・
分掌内

小
学
部

B C D A B C



令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

○自分のできること
を生かし、前向きに
活動に取り組む

・自己肯定感を高め、

意欲的に活動に取り
組もうとする気持ちを
育む指導の実践を推
進する。

・思春期の多感な思いをしっかりと
受け止め、生徒一人一人に応じた
言葉かけやかかわりを心がける。
・多様な学習経験を積めるよう、
様々な集団や場所での学習活動
を計画するとともに、興味関心のあ
る活動や得意な活動を取り入れ、
自分の役割を意識できたり、達成
感を感じられたりする学習場面の
設定を行う。
・生徒一人一人の中心課題や教
科のねらいを明確にし、学力の向
上や定着を図る。
・豊かな情操を育めるよう、感情の
高まりや変化を感じられる学習内
容の準備や教材の工夫や作成を
する。

・生徒の学力定着を図るため
の支援方法や適切なかかわり
方について、指導の共通理解
を図るための教科会やケース
会を行うことができたか。　　・
生徒が自分から活動に取り組
んだり、表情、発声、態度でか
かわろうとしたりする姿を育む
ため、多様な集団や合同での
学習場面を設定することがで
きたか。
・個々の発達や興味関心に応
じた教材、教具を準備したり、
作成したりすることができた
か。

9 22 0 8 3 5 0 0 79.5 100.0

○教科会等を含め適宜情報共有して、生徒が前向き
に学習に取り組む指導・支援を行うことができた。
○研究グループでの複数の意見やコーディネーター
からの助言など、幅広く生徒を捉えることが実態に即し
た題材設定などにつながった。
⇒・校内外の専門家を積極的に活用し、生徒の実態
把握と指導方針の共通理解を今後も更に進める。

○友だちや大人との
かかわりを広げ、とも
に活動を楽しめる

・周りとつながる社会性
の向上に向け、安全で
安心した気持ちで学
習できる環境設定を行
う。

・自分なりのよりよいコミュニケー
ション手段の獲得に向け、安心で
きる身近な教員や友だちとの学習
集団の設定や互いに協力したり感
謝したりできる学習内容の設定を
行う。
・生活経験や社会性が広がるよう
に、地域交流や居住地校交流な
どの場面を設定する。
・自分の表出や動きがフィードバッ
クできるように、即応性のある言葉
かけや実態に適した支援や介助
を行う。
・学部内でのヒヤリハット事例につ
いて日常的な連絡・報告・相談を
行い、生徒への安全な支援につ
いて共通理解を図り、ケガや事故
の防止に努める。

・個々に応じたコミュニケー
ション手段の獲得や広がりの
ために、生徒同士が意識し合
える多様な学習場面を設定す
ることができたか
・生活経験の広がりに向けた
地域の人との交流学習や居
住地校交流を実施することが
できたか。
・安全な学習環境づくりと生徒
の日常的な情報交換を行い、
生徒が事故や怪我無く、安全
に学校生活を送ることができ
たか。

9 24 0 6 2 6 0 0 84.6 100.0

○学部内、学部間、地域など校内外の様々な他者と
合同学習や交流学習を行い、「関わりの広がり」を大切
にした指導ができた。生徒同士が互いに意識し合える
活動が適切に設定できていたと思われる。
●居住地校交流については、相手校の都合や予定も
あるが、できるだけ早めに相手校と相談しながら計画
し、適切な時期・回数を実施できるようにしていく。
⇒・年度の早い段階で相手校との連携を図り、お互い
にとって有意義で無理のない計画（時期、回数、内
容）をしていく。

○元気な心と体で、
様々なことの興味関
心を高め、できること
を増やす

・関係機関との連携を
図り、健康な心と体を
つくるとともに個に応じ
た進路指導を推進す
る。

・保護者や各関係機関と情報の共
有を図り、安全な身体へのかかわ
りをすすめるとともに心の安定を促
す指導の充実を図る。
・個々の実態に応じて、将来の生
活を見通した進路指導および支援
を行う。

・生徒一人一人の心身の健康
と保持増進に向けて、関係機
関や保護者と連携し、必要に
応じた情報共有の話し合いや
ケース会を行うことができた
か。
・保護者や関係諸機関、支援
部と将来に向けた進路につい
て、共通理解を図るための情
報交換や話し合い、進路見学
などを行うことができたか。

9 23 0 7 2 6 0 0 82.1 100.0

○学部会等を通して生徒の情報共有を行うことができ
ていた。
●保護者の知りたい情報が何かをしっかり把握する必
要があった。また、江津市（石見地区）の進路に関わる
情報を各担任が知っておく必要を感じた。
⇒・後期の懇談に合わせて進路にかかわる保護者の
ニーズを吸い上げ、支援部と相談して保護者に回答
したり学部内で共有したりしていく。希望に応じて来
年度の進路見学先の検討や教員向けの校内進路研
修なども進路部と連携できると良い。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人) 年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　　　⇒・今後の改善策　〉
学部・分掌等 各学部・分掌目標

令和元年度
各学部・分掌の重点目標

重点目標達成のための方策 評　　価　　指　　標 A D 全体
学部・
分掌内

中
学
部

B C D A B C



令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

〇自分の考えを
もって、表現した
り行動したりす
る。

・個々の生徒が「学
び合いと高め合い」
を通してコミュニ
ケーション手段、自
己表現力、自己選
択・自己決定する
力等）の伸長を図
る。

・生徒の表出や思いを
受け止めたり、意欲や
工夫、行動等、学びに
向かい努力する姿に
ついて認め、適切に評
価を伝える。

・生徒の様々な状態に
配慮しながら学び合え
る「育つ場」を用意す
る。

・個々の生徒の表出
や自己表現に有効
な学びの場を構築で
きたか、また生徒の
主体的な態度を引き
出すための場面（学
習）設定をすることが
できたか。 6 20 2 11 2 10 2 0 66.7 85.7

○類型によって「主体性」のとらえや引き出すための支
援、学習場面等に「違い」はあるが、この目標に対する
視点の持ち方と工夫等によって「学ぶ場面の設定とア
プローチ」の検証はできる。病弱の生徒への細かな配
慮を行いつつ,それぞれの学級でこの目標に迫ったと
思う。
○高等部集会や、修学旅行報告会、実習報告など高
等部全体の中で、伝えたり、きいたりする活動が充実し
た。
●授業の場面で、生徒の考えを引き出す有効な問い
かけができなかった。
⇒教科会等を活用して、生徒への有効な支援や取組
について情報共有を行う。

〇自分を取りま
く人たちとよりよ
い関係をつくり、
生活をする。

・将来の生活を見
通した学びの実践
を通して自己実現
に向けた進路の選
択を図る。
（キャリア教育の推
進）

・地域の「ひと・も
の・こと」と出会う体
験活動等を通して
心豊かな人間性や
社会性を育てる。

・関係諸機関や保護者と連
携して、生徒の居住地域・
場所における豊かな生活
が育まれるように、一人一
人の生活を支えるネット
ワークを構築する。
・卒業後の生活についての
考えを深めることができるよ
う、体験的な学習の充実を
図る。
・地域資源（ひと・もの・こ
と）を活用し、生徒一人一
人の学習活動に対する興
味関心を高めたり、関わり
が広げられたりできるように
する。

・キャリア教育の視点
で生徒自身が自分
の生活や周囲（地
域）との関係を意識
した設計等、体験学
習を通して広げるこ
とができたか。

5 22 0 12 1 13 0 0 69.2 100.0

○よい。進路担当と学級と連携して取り組んでいた。

⇒・学校生活の中でつながる地域の可能性の広がりに
ついて、検討を行い、実践していく。

〇元気な心と体
で、様々なことに
挑戦し最後まで
取り組む。

・安定した状態（元
気な心と体）で学校
生活や学習に向か
う環境づくりを行う。

・自分の課題や取り
組むべき物事に取
り組んでいく力をつ
ける。

・個々の生徒の状況や背
景を的確に把握する。

・自立活動において、一人
一人の課題に応じた身体
の取り組みを行うとともに、
心の安定を促す指導の充
実を図る。

・担任や学習担当者間で
の引き継ぎや連絡を確実
に行い、生徒の生活や学
習の継続的な指導や支援
につなげる。

・個々の生徒の課題
やその解決や改善
のために必要な取組
について学部全体
で共有し、具体的な
指導や支援を行うこ
とができたか。

5 20 2 12 2 10 2 0 64.1 85.7

●「最後まで取り組む」ための工夫や支援について確
認と今後、検証を。
⇒・クラス単位、類型単位、学部単位等で、意見交換
をしながら共通理解をし、よりよい指導・支援につなげ
ていけるようにする。個別の教育支援計画検討会等
で、個々の生徒の目指す姿や必要な支援等につい
て、”検討”を行い、同じ視点をもって指導・支援を進
める。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人)

A D 全体

高
等
部

B C D A学部・分掌等 各学部・分掌目標
令和元年度

各学部・分掌の重点目標
重点目標達成のための方策 評　　価　　指　　標

学部・
分掌内B C

年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　⇒・今後の改善策　〉



令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

・担任、家庭、医
療機関等との連
携を図りながら児
童生徒のが日々
安心、安全に学
校生活を過ごす
ことができるように
努める。

・児童生徒の体調や気
持ちの変化等に気を配
り、担任、家庭、医療機
関等と連携を図りなが
ら情報共有をしていく。

・担任と連携を図りなが
ら、家庭や隣接医療機
関等との相互協力のた
めの調整や連絡方法
が行われたか。

11 25 1 2 3 8 0 0 92.3 100.0

●校外学習や修学旅行の計画時に必要な「個別の想定される
問題事象」については、年度末か何度当初に医ケア検討会等
で内容が確認され、必要な場合は新年度に向けて更新されて
いるとよい。
　
⇒・年度当初のところで、学部、または学級単位で確認の時間
がとれるように設定していきたい。（学級会の日等を使って）

・校舎内外の清掃
や整理整頓に心
がけ、清潔で安
全な環境作りに
努める。

・安全点検、定例清掃
（月1回）や環境整備
（学期１回）を、年間通
して定期的に設定して
取り組む。

・安全点検、定例清掃
を通して、児童生徒の
学習環境を整え、事故
なく安心、安全に学習
することができたか。

15 23 0 1 4 7 0 0 97.4 100.0

○全員でワックスがけ前後の片付けや復旧、教材教室の整備
や清掃が出来ていた。
○定期的な安全点検や定例清掃を行ったことにより、安全な
学習環境を整えることができていた。
○定期的な安全点検で、不備があった場合もすぐに対応して
もらえてありがたかった。
○安全点検、定例清掃を行うことで、児童生徒が安心安全に
学習できる環境を整えることができた。

●安全点検については実施できているが、定例清掃について
はもう少し意識付けが必要ではないか。
⇒・定例清掃に関しては今後も声かけをし、定着するようにし
ていきたい。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人) 年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　⇒・今後の改善策　〉
学部・分掌

等
各学部・分掌目標

令和元年度
各学部・分掌の重点目標

重点目標達成のための方策 評　　価　　指　　標 A D 全体
学部・
分掌内

総
務
部

〇学校運営が
円滑に行われる
よう家庭や関係
機関と連携を図
ると共に、児童
生徒の日々の
健康観察に努
め、安心、安全
な教育環境づく
りを行う。

B C D A B C



令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

・学部会で児童生徒一人一
人の合理的配慮について整
理、検討を行い、周知を図
る。また、学部会、教科会、
教育課程を考える会等を利
用し、合理的配慮について
共通理解し、指導支援を統
一することで、授業時の個別
の目標が達成できているか
どうかについて確認をした
り、検討したりする。

・学部会で児童生徒一人
一人の合理的配慮につい
て整理、検討をし、周知を
図ることができたか。
　
・学部会、教科会、教育課
程を考える会等を利用し、
合理的配慮について共通
理解し、指導支援を統一
することで、授業時の個別
の目標が達成できている
かどうかについて確認をし
たり、検討したりすることが
できたか。

7 23 6 3 3 5 1 0 76.9 88.9

●合理的配慮について、各学部で検討したり、共通理解した
   りする時間の設定が不十分だった。
⇒・来年度は、個別の教育支援計画学部検討会で合理的配
    慮の確認及び検討、共通して行う支援についての共通理
    解等について話ができるように会の在り方を見直す。
　・進路先やサービス利用などについて話ができるように進路
     と連携したい。本人や保護者等から出た要望に対して合
    理的配慮として整理をするのだが、授業等の中で学校が積
    極的に支援していことについても整理できるように、個別の
    指導計画の書き方について提案したり、教科会の在り方を
    見直したりする。
　・本校教職員が合理的配慮について共通認識ができるよう
     に、人権同和教育担当者、教頭と連携し合理的配慮に
     ついて研修会を行えたら良いと考える。

・児童生徒の教育的ニーズ
に対応した各計画様式につ
いて検討する。

・計画立案後等、適宜、学
部会や教科会等の会を利
用して各様式についての
意見等をきいたり、アン
ケート実施したりすること
で、課題等を把握すること
ができたか。
・課題を受けて、新年度に
向け、教務マニュアルの
見直し検討や修正を行う
等の改善することができた
か。

4 28 0 6 2 7 0 0 84.2 100.0

●個別の教育支援計画、指導計画、通信表等の作成について
スムーズにできるように、より改善が必要。
⇒・様式を使いやすくすること、分かりやすいマニュアル作成を
行う。

・小学部Ⅲ類型の各教科の
評価基準を作成する。

・教務で作成した原案
を作成し、小学部に
提案することができた
か。

6 11 3 18 3 3 2 1 44.7 66.7

●他校の作成状況について情報収集していたため。小学部
   に提案する時期が遅くなった。（結果的に,どこも作成してい
   なかった）
⇒・今後、他校の評価基準（観点別学習状況）についての情
   報を集め、現在教務で作成し小学部へ提案しているものとを
   照らし合わせ、必要があれば見直し、来年度の通知票に使
   用する。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人) 年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　⇒・今後の改善策　〉
学部・分掌

等
各学部・分掌目標

令和元年度
各学部・分掌の重点目

標
重点目標達成のための方策 評　　価　　指　　標 A D 全体

学部・
分掌内D A B C

教
務
部

○児童生徒一人
一人の教育的に
ニーズに対応し
た指導支援や学
習活動の充実を
図る。

・児童生徒一人一
人の教育的ニーズ
に対応した合理的
配慮の整理や個別
の教育支援計画、
指導計画、通信表
等の作成を支援す
る。

B C



令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

＜学校行事＞
・それぞれの行事や活動
における児童生徒の目標
（「何をどのように学ぶか」
等）を明確にしながら実施
できるよう企画運営を行う。

＜全校縦割りグループ活動＞

・縦割りのグループを中心
に児童生徒が関わりを持
ちながら、主体的に活動で
きるように支援を行う。
・縦割りグループ活動の内
容として3つの活動（福島
ひまわり里親プロジェクト、
のぞみ福祉作業所への紙
パック回収活動～被災地
支援活動、ふれあい農園
交流～地域交流）等を行
い、校内外との関わりを大
切にした活動を推進する。

＜学校行事＞
・それぞれの行事につい
て、児童生徒の個々のねら
いや目標を整理してし実施
し、今後の行事の考え方や
在り方、方向性等について
検証することができたか。
　
＜全校縦割り～グループ活動＞

・年間計画に基づき、グ
ループ活動を計画的に進
めることができたか。

・地域や関係校等と計画を
進める上で、本校に求めら
れる（積極的生徒指導等）
について十分に意識して計
画、交渉等行うことができた
か、また関係部署と連携を
とりながら慎重な対応ができ
たか。

9 25 2 2 0 7 0 0 89.5 100.0

○地域、関係機関との関わりを深めていく上での計画等と実施について大切
に考えて頂いている。児童生徒にもその気持ちが伝わっており、交流のが深
まっている。
○縦割り活動への評価、有効。
○学部を超えた縦割りの活動(グループ活動)は、日常生活の中で児童生徒
の自然な関わりを生んでいる。引き続きこの取組があると良い
○全校の児童生徒、教職員の協力があって実践や行動につながった。
●児童生徒のねらい＆行事の在り方についての検証を。
●「ひまわりP」「サツマイモ交流」・・・地域、他校とのふれあい活動・・・事前
に役割分担し自分たちで会をもって行けるように。
●行事（生徒間、地域との関係）と日々の学習とのつながりもつ
⇒生徒指導部による目標設定、予定を提示。このことで学習内容と行事がつ
ながる。
●行事の時期、内容の整理。
⇒・来年度にむけて、在り方委員会で分掌の枠を越え、学校全体でどのよう
に考えていくべきか検討していく。

＜人権・同和教育＞
・人権感覚の育成の基本
（自身の生き方、あり方等
についての気づきや生き
る力）について理解を深
め、具体的に授業等を通
して実践できるようにする。
また学校全体で、進路保
障の理念に基づいた集団
づくりに取組む。
・校内研修会等を通じて教
職員の互いの人権意識の
向上を図る。

＜生徒指導＞
・あいさつ運動の取り組み
を学校全体に呼びかけ推
進する。　　　　　　　・危機
管理意識の向上に向けた
職員の校内研修（不審者
対応訓練および防災に関
する研修）を行い、児童生
徒への指導につなげる。

＜人権・同和教育推進＞
・進路保障に係る取組みと
して、児童生徒に「身につ
けさせたい力、関わり」等の
具体的な目標を学級経営
案の中に掲げ、その実践と
検証についてまとめることが
できたか。
・グループ活動で行う被災
地支援活動は、人権教育
の視点で学校全体で行い、
この視点で活動を進めるこ
とができたか。
・他者との関りをテーマとし
て人権集会を企画、運営で
きたか。
・校内研修会における企画
や工夫によって教職員の人
権意識向上を図ることがで
きたか。

＜生徒指導＞
・児童生徒、教職員が意識
的に挨拶や呼称等につい
て留意し、生徒指導や「ふ
るまい」の観点から実践や
行動につなげることができ
たか。

9 25 2 3 0 7 0 0 87.2 100.0

○「あいさつ運動」・・・学部ごとに月目標を立て児童生徒が意識して挨拶で
きるようになりつつある。
○危機管理の研修では、更に緊張感を持って研修に臨みたい。
⇒・来年度は、不審者対応訓練において、児童生徒にも心がまえができるう
ような訓練方法を検討していく予定。

●人権集会」「積極的生徒指導」・・・校内周知に工夫を。
●（人権集会、G活動、あいさつ運動）子どもたちの主体の活動にするために
「総合的な学習の時間」「道徳教育」との連携を。
●教員が行っている「人権」「防災」といった研修は、ぜひ生徒も話を聞ける
ように、学びの場を設定。
⇒・一つ一つの取組が、学校の教育課程に結びつけて行われるように、分掌
を越えて検討していくようにする。

●「呼称」についてはもっと話題にしていくと良い。
●教員の人権意識については、検討していく機会を増やすと良い。
⇒・人権同和教育推進委員会にて、職員研修でどのように取り組むべきか検
討する。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人) 年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　⇒・今後の改善策　〉
学部・分

掌等
各学部・分掌目標

令和元年度
各学部・分掌の重点目

標
重点目標達成のための方策 評　　価　　指　　標 A D 全体

学部・
分掌内

生
徒
指
導
部

○児童生徒の
成長につながる
学校行事の企
画運営と整理を
行う。
 
また、進路保障
に係る取組（人
権・同和教育）
について具体
的な実践を進
める。

・校内や地域の人
とのつながりを大
切にした学校行事
や進路保障の理
念（自立と社会参
加に必要な力の育
成と一人一人の自
己実現を支援する
教育活動）に基づ
いた具体的な取組
を推進する。
　
・生活安全や危機
管理の組織的な取
組の実践を行い検
証する。

B C D A B C



令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

・児童生徒一人一人
のニーズに応じた進
路学習の計画や進
路指導を支援する。

・各担任、主事と連携し、
進路に関するアンケート
や個人懇談等で児童生
徒、保護者のニーズを的
確に把握し、ニーズや実
態に応じた進路指導を行
う。

・進路掲示板に進路に関
する情報（進学・就労）や
福祉サービスに関わる情
報を張り出したり、各学級
に情報提供したりすること
で、児童生徒や保護者、
校内の教職員へ情報を発
信する。

・進路に関するアンケー
トの質問事項、実施時
期、実施方法は適切で
あったか。また、ニーズ
を把握することができた
か。

・個々のニーズに応じた
進路や福祉サービス等
に関わる情報を、本人
や保護者へ提供するこ
とができたか。

9 28 2 0 1 5 0 0 94.9 100.0

〇分掌部長を中心として、協力して動ける支援部であっ
た。
●進路に関するアンケートの内容と教育支援計画の見
直し時期を合わせて教務部と連携してアンケートを出せ
るとよい。
●在校生の進路に関するアンケートは、次年度に向け
てということで年度内に行い、引き継ぐのがよい。（新入
生・転入生は、年度始め）
⇒・懇談週間の希望調査に併せて、進路に関するアン
ケートを配布、懇談時に記入してきていただく形をとれる
ようにする。

・各関係機関との連
携を図り、児童生徒
の卒業後の豊かな
生活につなげるため
のネットワークの構築
を図る。

・圏域別の生活支援会議
や関係機関が行う各種会
議等に参加し、福祉サー
ビスについてや、就労に
関する情報交換を行う。得
た情報を必要に応じて、
児童生徒、保護者、校内
の教職員に提供する。
・進路相談会や移行支援
会議を行い、各関係機関
と役割を共通理解しなが
ら、卒業後につながる支
援体制を構築する。

・保護者の困り感を改善
するための情報提供や
進路研修会を実施する
ことができたか。

・進路相談会や移行支
援会議を行い、各関係
機関と役割を共通理解
し、支援体制を構築す
ることができたか。

9 27 1 1 1 5 0 0 94.7 100.0

〇地域の子ど
もたちを支え
るセンター的
機能の充実を
図る。

・教育行政機関との
連携や校内への情
報発信により、校内
の相談支援体制の
充実を図る。

・Co（コーディネーター）が窓
口となり、校内の教員の理解
と協力を得ながら学校全体
でセンター的機能を担う。
・スタートアップ研修や学校
公開を通して、教育相談に
関する情報を内外に発信す
る。
・定期的に江津市教育委員
会と浜田教育事務所との連
絡会議を設け、情報共有と
支援の方向性の確認をす
る。
・江津市教委、通級教室、適
応教室との協同によって、江
津市内小中学校の特別支援
教育の専門性の充実を図
る。
・高等学校のネットワーク構
築事業と連携し、浜田圏域
の高等学校の特別支援教育
を支援する。

・教員一人一人が学校
公開、見学や体験など
を通してセンター的機
能を担っている実感を
得たり、本校が果たして
いるセンター的役割を
理解したりすることがで
きたか。

10 24 0 3 3 3 0 0 91.9 100.0

〇教職員へ積極的に情報を発信していたと思う。

●センター的機能を担っている実感が薄い。
　　担当の方の説明（具体的でなくていいので、今どん
　　なことをしておられるのか）が短時間でもあると、共有
　　しやすい。
⇒・終礼等で可能な限り状況や取組等を報告する。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人) 年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　⇒・今後の改善策　〉
学部・分掌

等
各学部・分掌目標

令和元年度
各学部・分掌の重点目標

重点目標達成のための方策 評　　価　　指　　標 A D 全体
学部・
分掌内

支
援
部

〇児童生徒
一人一人の
ニーズに応じ
た進路指導
の充実を図

る。

B C D A B C



令和元年度　　江津清和養護学校　学校評価システム【自己評価・年度末評価表】　集計結果

＊評価（達成度　Ａ：十分　Ｂ：おおむね良い　Ｃ：不十分　Ｄ：わからない）

・カリキュラムマネジ
メントの実現に向
け、自立活動の充
実に向けた研究を
推進する。

・自立活動の指導目標、
指導内容を設定、評価
までの思考の流れを整
理した自立活動シートを
作成する。

・研究の流れや内容に
ついて周知できるよう
に、研究担当とグルー
プリーダーとのミーティ
ング、自立活動シートの
中間提出の実施する。

・グループリーダーと
のミーティング、ワーク
シートの中間提出の実
施によって、研究の流
れや内容の周知につ
ながったか。

・研究で使用した自立
活動シートは活用しや
すいものであったか。

8 26 0 0 1 5 0 0 100.0 100.0

○自立活動シートの作成、活用は有効であった、
●校内研究の取組の改善点
⇒・来年度は研究を通して全児童生徒の自立活動の
シート作成を目指すが、先生方の負担感を考慮して研
修会を必要最小限にする。
・目標設定の時期や見直しの時期、次年度の方向性
を検討する時期等、スムーズで効果的な自立活動の
指導のPDCAサイクルについて検討する。
・自立活動学習内容一覧については、病弱部門の児
童生徒の実態にも対応できるように、研究を通して先
生方と一緒に検討し、内容の追加・修正を行う。
○グループリーダー会は研究の流れや内容等の周知
に有効。
●今年度は定期的に設定できていなかった。
⇒・計画的に実施できるように、来年度は行事予定に
入れる。

・自立活動に関す
る指導支援、研修
の充実を図る。

・自立活動担当者、スー
パーバイザー（ＳＶ）によ
る自立活動の指導に対
する相談体制を確立す
る。

・外部の講師を招き、指
導助言を受けながら児
童生徒の指導目標を考
える研修会を実施する。

・自立活動検討会を実
施し、指導目標や支援
方法についての共通理
解を促すとともに、自立
活動に指導における研
修のニーズを捉え、校
内研修の内容に反映す
る。

・自立活動担当者、
スーパーバイザーの相
談体制は自立活動の
指導に活かせたか。

・外部講師による研修
会が児童生徒の指導
目標を設定するのに
活かせたか。

・自立活動検討会が指
導目標や支援方法に
ついての共通理解を
促すことにつながって
いたか。

・校内のニーズを把握
し、校内研修の内容に
反映し実施できたか。

12 23 1 2 2 4 1 2 92.1 66.7

○今年度から配置した自立活動SVの相談体制は有効
であった。
⇒・今後は校内の人材を活かすことや人材育成の視
点をもったSVの相談体制を検討していく。
●自立活動検討会の見直し
⇒・自立活動検討会はお互いの指導について共有す
ること、次年度の目標設定を検討することを目的とした
会に改善する。
⇒・従来の自立活動検討会は相談会というかたちに変
更し、困り感のある学級のみを対象とし、SVを中心とし
た関係者で指導のバックアップを行えるようにする。

・各学部、分掌の運
営に関する研修や
肢体不自由及び、
病弱教育に関する
研修の集約、参加
の促進、情報共有
を行う。

・県内外の研修につい
て情報提供し、公費出
張での参加希望につい
て各学部主事、分掌部
長を通し、各学部、分掌
目標を意識した実施と
なるようにする。
・中四肢研、中四病連
に必ず参加者を出せる
よう予算確保に取り組
み、参加者による報告
会を計画し実施できるよ
うにする。

・県内外の研修につい
ての情報提供は、適
切にされていたか。

・中四肢研、中四病連
に参加者を出し、参加
者による報告会を計画
し実施できたか。

13 23 0 3 2 4 0 0 92.3 100.0

○研修についての情報提供、参加の呼びかけは十分
できていた。
●公費出張で行っていただいた研修の一部について
先生方に情報を報告会や研修部便り等で伝えることが
できなかった。
⇒・来年度は、復命書を作成するのと同時に研修部便
りの記事の作成もお願いし、研修部便りで必ず情報が
先生方に行き届くようにする。

全体評価(人) 各学部・分掌内評価(人) 年度末評価(A+B)％

反省内容〈　〇良かった点　　●改善点　⇒・今後の改善策　〉
学部・分掌等 各学部・分掌目標

令和元年度
各学部・分掌の重点目標

重点目標達成のための方策 評　　価　　指　　標 A D 全体
学部・
分掌内

研
修
部

○児童生徒一人
一人のニーズに応
じた教育実践を目
指した研究の推進
を行う。

○教職員の連携や
専門性の向上を目
指した研修や推進
の取組を行う。

B C D A B C


