
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策
・児童の実態を的確に
把握し、児童の思いや
発達状況に沿った目標
設定や学習環境づくりに
取り組む。

目標設定をするに当たって、一人一人の障害特性や発達段
階、興味関心を把握することに努め、研究会等を通して、児童
が自発的に活動できる教材、学習環境づくりに励んだ。保護
者懇談会を通して個別の教育支援計画や個別の指導計画に
ついて保護者と共通理解を図った。また、日々の連絡帳や話
し合いを通して、意見交換に努めた。

一人一人の実態を把握し、児童の思いや発達状
況に沿った目標を設定し、学習環境を整え、かか
わりを工夫することで児童の主体的な活動を引き
出していきたい。日々の連絡帳や保護者懇談会を
通して、指導のねらいを説明したり要望を聞いたり
することで、保護者との連携を深めていきたい。

・縦割りの研究会を通し
て、他学部の取組につ
いて知り、キャリア発達
の視点での授業改善に
取り組む。

他学部の授業参観・授業研究会を通して、他学部の取組につ
いて知り、キャリア発達の視点から小中高のつながりについ
て協議した。日々の児童の様子を連絡帳で伝えたり、送迎の
際に学校と家庭での児童の様子について情報交換を行ったり
した。また、授業公開日では多数の保護者が授業を参観し、
児童の学校での様子について理解を深めてもらった。

他学部の授業参観や縦割りの研究会を通して、
キャリア発達の視点での小中高の指導の一貫性
と、小学部段階での指導について協議していきた
い。日々の連絡帳や話し合いを通して、児童の目
標や指導の方法、成長している様子などを保護者
に丁寧に伝えていきたい。

・キャリア発達の視点を
意識しながら、生徒の生
活年齢や発達状況を踏
まえた目標を設定し、授
業づくりに取り組む。

目標シートを作成する際、生徒の障害特性や発達段階などに
ついて話し合い、保護者懇談会でも保護者と十分に話し合
い、共通理解を図った。授業を考える際には、生徒一人一人
の目標を意識し、授業改善に努めた。また、連絡帳や送迎時
を利用して日々の学習の様子や到達度を伝えて、保護者との
意思疎通及び連携に努めた。

生徒一人一人の実態を把握し、生徒の障害特性
や発達段階を踏まえた目標を設定すると共に、教
師間で共通理解を図りながら、教材や授業内容を
工夫したい。懇談会で保護者と生徒の実態や身に
付けさせたい力などについて十分に話し合い、目
標設定や支援方法について共通理解と連携に努
めたい。

・授業研究を通して、指
導内容・環境・教材等を
中心に授業を振り返り、
他学部の意見を取り入
れながら授業改善に取
り組む。

話し合いや他学部を交えた研究会を通して、生徒に身に付け
させたい力について共有し、授業改善を図った。そして、主体
的な力を付けるために、授業内容を工夫したり、研究会で出
た意見を担当する授業に生かしたりした。また、生徒の様子を
連絡帳や送迎時などに伝えたり、丁寧な懇談会を行ったりし
て保護者と生徒の様子を共有したことにより、生徒の成長に
ついて概ね理解を得られた。

話し合いを密にし、一人一人の目標を意識しなが
ら授業改善に取り組みたい。他学部を交えた研究
会を通して、キャリア発達の視点で話し合いを行
い、小中高の指導の一貫性について考えていきた
い。生徒の様子を連絡帳や送迎時などで伝え、生
徒の目標や指導の方法、成長している様子などを
保護者に丁寧に伝えていきたい。

・個別の教育支援計画・
指導計画を基に、家庭、
担任、教科担当者、舎
担当者が情報を共有し
支援を行い、日々の生
活や授業で生徒が自分
の目標を意識できるよう
取り組む。

昨年度の結果から、目標の理解ができていない生徒がいたこ
とを受け、改めて生徒への目標の意識付けについて考え、実
践した。懇談や日々のやりとりの中で、支援計画や指導計
画、進路指導、保護者の困りごとなどに、連携して取り組んで
きたことで、目標を意識して取り組めたという生徒が８割を超
えた。また、できなかったとした生徒の理由を見ても、目標が
分からずにできなかったという生徒が減った。

教員間で生徒一人一人の目標と情報を共有し、
様々な場面で目標の意識付けができるよう、声掛
けや取組を継続したい。保護者との話し合いの場
を積極的に設け、支援計画や指導計画について
だけでなく、日々の課題などを共有し取り組んでい
きたい。また、目標を精査し、生徒が達成できな
かったとしても、その過程を評価し、繰り返し目標
に向かっていけるように支援していきたい。

・学年別にグループを組
み、他学部の意見も取り
入れながら、課題を抱え
る生徒の事例を検討し、
支援のあり方について
共通理解を図り、授業等
に生かす。

事例研究や他学部の研究会参加などを通して、実践し、考察
することができた。多くの保護者が、日頃の生活や現場実習
の中で学校での学びを実践できたという評価であった。目標
設定などの話し合いの中で課題だけでなく、これはできている
ということを生徒に返し、自己肯定感や自己有用感を高めた
指導を心掛けた結果、ほとんどの生徒が、学校での学びを日
頃の生活や現場実習で役に立ったと実感できたようである。

授業研究や他学部の研究会に参加し、様々な実
践の中から、生徒に合った支援や小中高のつなが
りのある支援について検討していきたい。保護者
と十分に話し合いを行い、連携を密にして思いを
聞き取り、お互いが納得をして生徒の支援にあた
れるようにしたい。また、生徒の課題を明確にし、
頑張ったこと、できていること、できたことも評価し
て成長を促すと共に、その成果を本人、保護者に
返し、成長をみんなで分かち合えるようにしたい。

１－４
生活の指
導

（寄宿舎）

・健康･体力･情緒、基本
的生活習慣、コミュニ
ケーション、地域生活に
ついて、保護者と担任が
支援方法等の共通理解
を持って取り組む。

目標や支援方法について、頻繁に保護者の反応や支援方法
について情報交換をおこない保護者との話し合いに臨んだ
が、保護者の思いが支援目標に十分反映されていなかった点
もある。保護者との話し合いで、支援方法や状態を学期末の
懇談会だけではなく、送迎時や連絡帳などを通して伝えたり、
習得できたことを家庭でも実行してもらうように働きかけたりし
たことなどで保護者とのやり取りが深まったが、まだ十分には
伝えきれていない点もある。

支援目標の設定において保護者や生徒の困り感
を聞いたり卒業後の生活を一緒に想像したりし
て、話し合いの時間を十分に持ち三者の共通理解
を図りたい。保護者が目標や支援方法を理解しや
すいように、子どもの特性に応じた支援・指導のあ
り方について研修をする。また保護者と密に連絡
を取るなどの対応をしていきたい。

・危機管理研修や危機
管理マニュアルの見直
しを行い、危機管理に対
する意識を高め、個々
の役割について理解を
深める。

災害(火災)発生時を想定し、個別の役割に基づいたグループ
毎にシミュレーション作業を全教職員参加のもとに行った。そ
こから明らかになった課題を防災委員会で検討、災害発生時
のマニュアルにまとめ、見直しを図った。

新年度は年度当初に、各教職員の役割を決める
ことで、危機発生時に迅速に動けるようにしたい。
また、避難訓練についても新たに作成した危機管
理マニュアルや役割分担に基づき、より実践的な
訓練となるよう工夫したい。

・保護者に学校の危機
管理に関する取組を周
知する。

今年度より、主に学校で行われた避難訓練の内容を紹介する
「防災たより」を保護者向けに発行した。また、「学校ホーム
ページ」でも情報提供に努めた。

保護者向けの「防災たより」の内容をさらに充実
し、学校の取組への理解・啓発に努めると共に、
教職員への周知と防災意識の向上を図りたい。

・地域の小中学校,高等
学校、企業等との交流
活動に取り組む。

全学部において地域の小中高校、居住地校、テクノパーク福
井との交流活動に積極的に取り組んできており、交流件数・
人数ともに前年に比べ増加してきている。また、コーディネー
ターによる交流先への事前の障害理解や、双方向の交流や
間接交流など、交流方法にも工夫をしてきた。それらの交流
活動を「学校ホームページ」や「学部たより」で紹介するなど取
り組んだ。

共生社会の形成に向けて、地域との交流活動を
継続し、交流先への事前の障害に対する理解促
進も進め、地域の方々の理解を深められるよう工
夫をしていきたい。交流活動は児童生徒の経験を
広め、社会性を養い、豊かな人間性を育てる上
で、大きな意義を有していることから、今後とも保
護者の理解を得ながら取り組んでいきたい。

・児童生徒同士が協力・
共同する行事や授業に
取り組む。

「いじめ防止基本方針」に人権教育の推進、体験学習や共同
学習の充実を掲げ、日々の教育活動のあらゆる場面で、協
力・共同の活動により、思いやりや助け合いの心の育成に取
り組んできた。

日々の授業や学校行事、交流行事、集団宿泊体
験等を通じての協力・共同によって、思いやりや助
け合いの心を育むとともに、人権に関する教職員
研修の充実を図り、子どもの視点に立った教育活
動の積極的な情報発信に努めていきたい。

・いじめの未然防止・早
期発見・早期解決に取り
組む。

毎月１回、いじめ対策委員会を開催し、児童生徒の情報を教
職員間で共有してきた。いじめ問題に限らず、障害特性により
起こる問題も含め、日々の教育活動における教職員の個に応
じた丁寧な指導を心がけてきた。

児童生徒の小さな変化を迅速に把握できるよう、
日頃からの児童生徒との信頼関係の構築に努め
ると共に、いじめ問題はもとより、障害特性に起因
する言動による誤解・トラブルを最小限に抑えてい
くためにも、日頃から保護者との意思の疎通を図
り、特性に応じた丁寧な指導に努めていきたい。

３
組織運営
(学校管理)
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１－１
教育課程
学習指導
(小学部）

１－２
教育課程
学習指導
（中学部）

１－３
教育課程
学習指導
（高等部）

２
組織運営
(校務分掌)



・「防災だより」の発行もよかったが、HPはもっと細かく載せていて分かりやすいので、HPを周
知できたらいい。

・学部単位での自家用車の誘導や、地域の避難所での安否確認方法など、実施形態について、PTA
運営委員会で取り上げたい。

・実際には、状況に応じて対応しなければならないが、事業所では、火災・土砂災害のマニュア
ルを作って訓練している。特に土砂災害のイメージはなかなかつかないので、注意が必要であ
る。

・奇声やパニックを奇異な目で見られると子どもたちがかわいそうなので、交流先に対し、障害
特性を理解してもらえる啓蒙をしてほしい。

・交流先で、不当な目で見られたくないという親の思いがあるので、事前にコーディネーターが
出前授業をして理解してもらって交流を行っていることを保護者にも発信してくれると安心す
る。

・子どもにとっての「できた・できない」と感じる線引きは、大人が考えるのとは違うこともあ
るし、1回でもできないと「できなかった」になることも多い。具体的に分かりやすい数値など
で「できた」のラインを明確にするといい。

・障害特性をなくすような目標は、理想ではあるが現実問題として難しく、子どもにも理解しに
くい。気持ちが不安定な子に、「不安定にならない」という目標は厳しい。例えば「独り言を
言わない」でなく、「３回まで」という具体的で子ども自身が評価しやすい目標にするとい
い。・アンケート結果を見ると、教員と保護者では、共通理解し適切に設定できたと考えているよう
だが、子ども自身の評価の伝え方も工夫し、具体的にするといい。

・障害の程度にもよるが、理想と現実問題も含めて具体的な設定をお願いしたい。その子のどこ
に焦点を当てた目標にするのか、保護者や教員の理想と実際の状況、特性、いろいろ含めて考
えてほしい。

・障害のある子は時間が掛かるので、小中高を通しての目標をじっくりと長期的に取り組むこと
も大切だと思う。さらに卒業後の長い人生があるのだから、親も家庭の中で、子どもがストレ
スにならない程度の目標を立てて、四角四面に子どもに押しつけずに行うことも大切だと思
う。

・

・

・

・

・

②地域交流学習の推進について

平成２７年度　福井南特別支援学校　学校関係者評価書

（問）

　(1)学校評価の目標に対する成果(達成度)や結果の分析は適切か。
　　　特に、①危機管理対策、②地域交流促進、③支援目標設定 について
　(2)その他（学校運営全般に関する御意見など）

（意見を聞いた方）

　学校関係者評価委員：　　保護者代表７人、同窓会保護者代表１人、事業所代表１人

（意見）

(1) 目標に対する成果および結果の分析について

①危機管理に関して

○保護者への周知について

○引き渡し訓練について

学校評価における取組の中で表面化してきた課題を、教職員と保護者との間で広く共有し、学校
の取組の改善を目指して、次年度のスクールプランを検討していきたい。

③児童生徒の目標設定について

(2) その他（学校運営全般）について

（学校関係者評価を踏まえた今後について）

HPの広報に関して、PTAだより「城山」にHPのURLを載せ、一層の周知を図っていきたい。

同じ項目に対するアンケート結果の違いから、大人と子どもとの意識の違いを感じるとともに、
主体である子どもにとって理解しやすい目標設定の重要性を再認識し、具体的かつ丁寧な指導を
心がけていきたい。

保護者委員の意見を踏まえ、保護者との協働も視野に入れた、より分かりやすい学校評価と危機
管理体制の構築に取り組んでいきたい。

危機管理に関するシミュレーションを踏まえ、様々な状況に応じられるよう、基本となるマニュ
アルの充実に務めたい。



項目 具体的取組 回答者 評価の観点・目標指数 判定基準 成果と課題 改善策・向上策

Ａ 16 57%

Ｂ 12 43%

Ｃ 0 0% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 18 64%

Ｂ 9 32%

Ｃ 1 4% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 17 53%

Ｂ 15 47%

Ｃ 0 0% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 9 28%

Ｂ 20 63%

Ｃ 3 9% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 41 48%

Ｂ 35 41%

Ｃ 3 4% 達成

Ｄ 0 0%

無 6 7%

Ａ 28 33%

Ｂ 44 52%

Ｃ 8 9% 達成

Ｄ 2 2%

無 3 4%

Ａ 35 63%

Ｂ 19 34%

Ｃ 0 0% 達成

Ｄ 1 2%

無 1 2%

保護者が目標や支援方法を理解しやすいように、子ど
もの特性に応じた支援・指導のあり方や保護者の対応
などについてさらに専門性を高める。、【目標指数】目標と支援方法についての共通理解の

目標指数(Ａ＋Ｂの合計が８０％以上)

今後も継続して、保護者との話し合いの場を積極的に
設け、支援計画や指導計画についてだけでなく、日々
の課題などを共有し取り組んでいけるようにしたい。【目標指数】情報共有し生徒への目標の意識付けの

目標指数(Ａ＋Ｂの合計が８０％以上)

学年別にグループを組
み、他学部の意見も取り
入れながら、課題を抱え
る生徒の事例を検討し、
支援のあり方について共
通理解を図り、授業等に
生かす。

お子様が、授業で学んだことを、自分の生
活や現場実習に生かすことができたか。
（満足度指標）

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、学部全体で授
業内容や、保護者との話
し合いの仕方について検
討する。

多くの方が、日頃の生活や現場実習の中で学校での
学びを実践できたという評価であった。ただし、で
きなかったという評価の方も複数いるので、保護者
の思いを受け止め切れなかったり、成長している部
分を保護者に十分に伝えられなかったりしたためと
思われる。

今後も、十分に話し合いを行い連携を密にして保護者
の思いを聞き取り、お互いが納得をして生徒の支援に
あたれるようにしたい。また、できるようになったこ
とを本人、保護者にも返し、成長をみんなで分かち合
えるようにしたい。

A評価を付けていただいている保護者が多いことか
ら、担任や副担任が、懇談や日々のやりとり（連絡
帳や電話等）の中で、支援計画や指導計画に関する
ことや進路指導、保護者の日々の困っていることな
どに連携して取り組んできた結果と思われる。

教育課程
・

学習指導

－高等部－

【目標指数】支援内容や方法を共通理解したうえで
の授業実践の目標指数(Ａ＋Ｂの合計が８０％以上)

個別の教育支援計画・指
導計画を基に、家庭、担
任、教科担当者、舎担当
者が情報を共有し支援を
行い、日々の生活や授業
で生徒が自分の目標を意
識できるよう取り組む。

寄宿舎生
の保護者

授業研究を通して、指導
内容・環境・教材等を中
心に授業を振り返り、他
学部の意見を取り入れな
がら授業改善に取り組
む。

教育課程
・

学習指導

－中学部－

舎担当と目標や支援方法について懇談等で
話し合うことができたか。（満足度指標）

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、保護者への伝
え方を検討する。

保護者懇談会で保護者と生徒の実態や身に付けさせた
い力などについて十分に話し合い、それを踏まえた目
標設定や支援方法について保護者と共通理解を図りた
い。さらに、機会を捉えて生徒の様子を保護者に伝え
て意思疎通及び連携に努めたい。

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、保護者の評価
アンケートや懇談会を通
して理由を聞き、学部会
で検討する。

目標指数】目標設定や授業づくりの目標指数(Ａ＋
Ｂの合計)が８０％以上

子どもの生活年齢や発達状況を踏まえた目
標設定や支援方法について、クラスの教員
と話し合いができたか。（満足度指標）

保護者との話し合いで支援の取り組み方法や状態を
学期末の懇談会だけではなく、送迎時や連絡帳など
を通して詳しく伝えたり、習得できたことを家庭で
も実行してもらうように働きかけたりしたことなど
で保護者とのやり取りが深まり、高い評価につな
がったと思われる。しかし、B評価やD評価もあり、
十分には伝えきれていない。

担任との懇談や日々のやりとり（連絡帳や
電話など）で、お子様の支援について担任
と話し合うことができたか。（満足度指
標）

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、支援計画や指
導計画作成時の懇談や
日々のやりとりの中で支
援についての話し合いの
やり方などについて検討
する。

H27　学校評価総合シート　　保護者

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、目標設定や学
習環境づくりについての
保護者との話し合いの仕
方について、学部全体で
検討する。

子どもの思いや発達状況に沿った目標設定
や学習環境づくりについてクラスの教員と
話し合いができたか。（満足度指標）

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、主体性の定義
や授業改善の方法、保護
者への伝え方などを学部
会で検討する。

【目標指数】授業を振り返り、他学部の意見を取り
入れた授業改善の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％
以上

児童の実態を的確に把握
し、児童の思いや発達状
況に沿った目標設定や学
習環境づくりに取り組
む。

キャリア発達の視点を意
識しながら、生徒の生活
年齢や発達状況を踏まえ
た目標を設定し、授業づ
くりに取り組む。

中学部
保護者

判断基準

今後も生徒の様子を連絡帳に書いたり、送迎時などに
伝えたりして、生徒の目標や指導の方法、成長してい
る様子などを保護者に丁寧に伝えていきたい。また、
授業参観への参加を進めるよう努めたい。

保護者懇談会を通して個別の教育支援計画や個別の
指導計画について保護者と共通理解を図った。ま
た、日々の連絡帳や話し合いを通して児童の指導の
ねらいや状況を伝え、意見交換に努めた成果である
と思われる。

今後も日々の連絡帳や保護者懇談会を通して、児童の
指導のねらいを説明したり保護者の要望を聞いたりす
ることで、保護者との連携を深めていきたい。

生徒の様子を連絡帳に書いて伝えたり、送迎時など
に伝えたり、限られた時間で丁寧な懇談会を行った
りして保護者と生徒の様子を共有した。そのことに
より、生徒の成長について概ね理解を得られた結果
だと思われる。

授業公開日の様子や日々の連絡帳、指導計
画の評価などからみて、目標（目標シート
の優先順位が付いてあるもの）とした力が
身に付いたか。（満足度指標）

【目標指数】目標設定や学習環境づくりの目標指数
(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

個別の教育支援計画や個別の指導計画について懇談
会で十分に話し合い、共通理解を図った。また、連
絡帳や送迎時を利用して日々の学習の様子や到達度
を伝えて、保護者との意思疎通及び連携に努めた。
その成果だと思われる。

今後も日々の連絡帳や話し合いを通して、児童の目標
や指導の方法、成長している様子などを保護者に丁寧
に伝えていきたい。また、授業参観への参加を薦める
よう努めたい。

教育課程
・

学習指導

－小学部－
縦割りの研究会を通して
他学部の取組について知
り、キャリア発達の視点
での授業改善に取り組
む。

小学部
保護者

授業公開日の様子や日々の連絡帳、指導計
画の評価などからみて、子どもの成長を感
じることができたか。（満足度指標）

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、児童が主体的
に活動するための授業の
在り方を学部会で検討
し、児童の成長をどのよ
うに保護者に伝えるかに
ついても検討する。

日々の児童の様子を連絡帳で伝えたり、送迎の際に
学校と家庭での児童の様子について情報交換を行っ
たりした。また、授業公開日では多数の保護者が授
業を参観し、児童の学校での様子について理解を深
めたと思われる。

【目標指数】キャリア発達の視点での授業改善の目
標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

生活の指導

－舎務部－

健康･体力･情緒、基本的
生活習慣、コミュニケー
ション、地域生活につい
て、保護者と担任が支援
方法等の共通理解を持っ
て取り組む。

高等部
保護者



項目 具体的取組 回答者 評価の観点・目標指数 判定基準 成果と課題 改善策・向上策

Ａ 34 24%

Ｂ 90 63%

Ｃ 17 12% 達成

Ｄ 1 1%

無 1 1%

Ａ 59 41%

Ｂ 76 53%

Ｃ 6 4% 達成

Ｄ 0 0%

無 2 1%

Ａ 85 59%

Ｂ 53 37%

Ｃ 1 1% 達成

Ｄ 0 0%

無 4 3%

Ａ 90 63%

Ｂ 43 30%

Ｃ 6 4% 達成

Ｄ 0 0%

無 4 3%

回答者 付属アンケート

Ａ 33 23%

Ｂ 44 31%

Ｃ 41 29%

Ｄ 24 17%

無 1 1%

Ａ　年５回以上参加できた。
Ｂ　年３～４回参加できた。
Ｃ　年１～２回参加できた。
Ｄ　全く参加できなかった。

【目標指数】児童生徒の把握と特性に応じた指導充
実の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

全保護者

ＰＴＡ活動に何回参加できたか。［総会、
役員会、夏休み親子の日、交流レクリエー
ション、除草作業、学校行事準備、教育視
察、子育て講座、ボウリング大会、県知Ｐ
連活動等］

ＰＴＡ活動アンケート  (学校評価アンケート付属)

学校は、日頃から子ども一人一人の様子を
把握し、特性に応じた指導に取り組んでい
るか。(満足度指標)

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、保護者に対し
て取り組んだ内容等の周
知を図る方法を再検討す
る。

思いやりや助け合いの心のみならず、子どもの視点に立った
教育活動に努めるとともに、本校の教育活動の積極的な情報
発信に努めていきたい。【目標指数】思いやりや助け合いの心を育む指導充

実の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

いじめ問題に限らず、日々の教育活動における教職員の個
に応じた指導に対する評価と受け止めている。今後も継続
していきたい。

いじめ問題はもとより、障害特性に起因する言動による誤
解・トラブルを最小限に抑えていくためにも、日頃から保護
者との意思の疎通を図ると共に、特性に応じた丁寧な指導に
努めていきたい。

学校は地域との交流活動（学校間交流、地
域企業との交流、校外学習における地域で
の交流、居住地校交流等）に取り組んでい
るか。(満足度指標)

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、保護者に対し
て取り組んだ内容等の周
知を図る方法を再検討す
る。

地域の小中高校、居住地校、テクノパーク福井との交流活
動に積極的に取り組んだ。それらの交流活動を「学校ホー
ムページ」や「学部たより」で紹介するなど取り組んでき
たことにより、高い評価につながった考える。

交流活動は児童生徒の経験を広め、社会性を養い、豊かな人
間性を育てる上で、大きな意義を有していることから、今後
とも保護者の理解を得ながら取り組んでいきたい。【目標指数】児童生徒の地域での交流活動推進の目

標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

人権教育
(学校全体)

児童生徒同士が協力・共
同する行事や授業に取り
組む。

学校は、児童生徒が協力・協同する行事や
授業に取り組んでいるか。(満足度指標) 回答者のＡまたはＢと判

断した割合が８０％未満
の場合は、保護者に対し
て取り組んだ内容等の周
知を図る方法を再検討す
る。

日々の教育活動を通してこのような高い評価を得ていると
思われる。今後とも保護者との信頼関係を大切にしながら
取り組んでいきたい。

「たより」や「学校ホームページ」等を通
して、危機管理に関する取組の情報を知る
ことができたか。(満足度指標)

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、保護者に対し
て取り組んだ内容等の周
知を図る方法を再検討す
る。

今年度より、主に学校で行われた避難訓練の内容を紹介す
る「防災たより」を保護者向けに発行した。また、「学校
ホームページ」でも情報提供に努めた。

「防災たより」・「学校ホームページ」の内容を充実しつ
つ、学校の取組への理解・啓発に努めたい。

【目標指数】保護者の危機管理に関する情報認知の
目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

判断基準

保護者に学校の危機管理
に関する取組を周知す
る。

危機管理
(学校全体)

全保護者

交流促進
(学校全体)

地域の小中学校,高等学
校、企業等との交流活動
に取り組む。
（交流活動＝学校間交
流、地域企業との交流、
校外学習における地域で
の交流、居住地校交流
等）

いじめの未然防止・早期
発見・早期解決に取り組
む。
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①目標や環境づくりについての担任と

の話し合い

②子どもの成長の達成感

③目標や支援についての担任との話し

合い

④目標の達成度

⑤支援について担任との話し合い

⑥学習成果の生活や現場実習での活

用

⑦支援について指導員との話し合い

⑧危機管理の取組の情報提供

⑨地域交流活動への取組

⑩子ども同士の協力活動の指導

⑪子どもの特性に応じた指導

⑫ＰＴＡ奉仕・余暇・研修活動への参加

回数

A 十分できた B おおむねできた C あまりできなかった D 全くできなかった 無回答・無効



項目 具体的取組 回答者 評価の観点・目標指数 判定基準 成果と課題 改善策・向上策

Ａ 5 26%

Ｂ 14 74%

Ｃ 0 0% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 2 11%

Ｂ 15 79%

Ｃ 2 11% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 9 45%

Ｂ 10 50%

Ｃ 1 5% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 5 25%

Ｂ 12 60%

Ｃ 2 10% 達成

Ｄ 0 0%

無 1 5%

Ａ 12 29%

Ｂ 27 66%

Ｃ 2 5% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 10 24%

Ｂ 27 66%

Ｃ 4 10% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 14 58%

Ｂ 10 42%

Ｃ 0 0% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

支援目標の設定において保護者や生徒の困り感を聞い
たり卒業後の生活を一緒に想像したりして、話し合い
の時間を十分に持ち３者の共通理解を図りたい。【目標指数】目標と支援方法についての共

通理解の目標指数(Ａ＋Ｂの合計が８０％
以上)

生活の指導

－舎務部－

健康･体力･情緒、基本的
生活習慣、コミュニケー
ション、地域生活につい
て、保護者と担任が支援
方法等の共通理解を持っ
て取り組む。

寄宿舎
指導員

保護者と目標や支援方法について懇談等で
話し合うことができたか。　（成果指標）

回答者のＡまたはＢ
と判断した割合が８
０％未満の場合は、
保護者への伝え方を
検討する。

目標や支援方法について、階の指導員が頻繁に保護
者の反応や支援方法について情報交換をおこない保
護者との話し合いに臨んだことが高い評価になった
と思われる。しかし、B評価が半数を占めたことに
ついては保護者の思いが支援目標に十分反映されて
いなかったことが考えられる。

今後も継続して、授業などいろいろな場面で目標を意
識できるような声掛けや取組を継続したい。また、
様々な立場(担任、副担、教科主担当、教科副担当な
ど）で生徒と関わっているので、情報共有できる場を
設け、一人一人の教員が意識を高め継続していけるよ
うにしたい。

【目標指数】情報共有し生徒への目標の意
識付けの目標指数(Ａ＋Ｂの合計が８０％
以上)

学年別にグループを組
み、他学部の意見も取り
入れながら、課題を抱え
る生徒の事例を検討し、
支援のあり方について共
通理解を図り、授業等に
生かす。

事例研究を通して、生徒への支援のあり方
を理解し、授業等に生かすことができた
か。（成果指標） 回答者のＡまたはＢ

と判断した割合が８
０％未満の場合は、
学部で研究方法等に
ついて検証する。

今年は授業研究ではなく事例研究であったり、他学
部の研究会であったりしたが、般化しやすい対象
だったと思われる。研究会の話し合いなどを通して
特定の生徒の事例から自分が担当する授業の生徒に
当てはめて実践したり、考えたりすることができた
結果と思われる。

今後も授業研究を行ったり、他学部の研究会に参加し
たりしながら、教員一人一人が様々な実践の中から、
目の前の生徒に合った支援について検討していきた
い。また、小中高のつながりのある支援について検討
していきたい。

【目標指数】支援内容や方法を共通理解し
たうえでの授業実践の目標指数(Ａ＋Ｂの
合計が８０％以上)

教育課程
・

学習指導

－高等部－

個別の教育支援計画・指
導計画を基に、家庭、担
任、教科担当者、舎担当
者が情報を共有し支援を
行い、日々の生活や授業
で生徒が自分の目標を意
識できるよう取り組む。

高等部
教員

家庭、学校、舎と情報共有し、日々の生活
や授業などで生徒に目標を意識させること
ができたか。(成果指標）

回答者のＡまたはＢ
と判断した割合が８
０％未満の場合は、
学部で生徒が目標を
意識できる授業のあ
り方などについて検
討する。

昨年度の生徒アンケート結果から、目標の理解がで
きていない生徒がいたことを受け、各先生方が改め
て生徒への目標の意識付けについて考え、実践した
結果と思われる。ただ、B評価が圧倒的に多い結果
については、副担任や教科副担当者として関わる立
場の教員もいるため、B評価が多かったのではない
かと思われる。

今後も生徒一人一人の実態をよく把握し、生徒の障害
特性や発達段階を踏まえた目標を設定していきたい。
また、教師間で共通理解を図りながら、教材や授業内
容を工夫し、目標とした力が付けられるような授業づ
くりに努めたい。

【目標指数】目標設定や授業づくりの目標
指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

授業研究を通して、指導
内容・環境・教材等を中
心に授業を振り返り、他
学部の意見を取り入れな
がら授業改善に取り組
む。

生徒の目標を意識して授業改善に取り組
み、主体的な力を付けることができたか。
（成果指標）

回答者のＡまたはＢ
と判断した割合が８
０％未満の場合は、
学部会で未達成の理
由を検討する。

クラス及び課程会での話し合いや他学部を交えた研
究会を通して、生徒に身に付けさせたい力について
共有し、授業改善に取り組んだ。そして、主体的な
力を付けるために、授業内容を工夫したり、研究会
で出た意見を担当する授業に生かしたりした成果だ
と思われる。

来年度もクラス及び課程での話し合いを密にし、一人
一人の目標を意識しながら授業改善に取り組みたい。
また、他学部を交えた研究会を通して、キャリア発達
の視点で話し合いを行い、小中高の指導の一貫性につ
いて考えていきたい。

【目標指数】授業を振り返り、他学部の意
見を取り入れた授業改善の目標指数(Ａ＋
Ｂの合計)が８０％以上

教育課程
・

学習指導

－中学部－

キャリア発達の視点を意
識しながら、生徒の生活
年齢や発達状況を踏まえ
た目標を設定し、授業づ
くりに取り組む。

中学部
教員

（介助員除く）

目標シートをもとに保護者と相談しなが
ら、生徒の生活年齢や発達状況を踏まえた
目標を設定し、授業づくりに取り組むこと
ができたか。（取組指標）

回答者のＡまたはＢ
と判断した割合が８
０％未満の場合は、
保護者への伝え方や
目標設定の方法など
を学部会で検討す
る。

目標シートを作成するときに、クラスの教員で、生
徒の障害特性や発達段階などについて話し合い、そ
の後保護者懇談会で保護者と十分に話し合いを持っ
た。そして、授業を考える際には、生徒一人一人の
目標を意識し、授業改善に努めた成果だと思われ
る。

児童の目標設定をするに当たって、一人一人の障害
特性や発達段階、興味関心を把握することに努め、
クラスの教員で十分な話し合いを持った。また、研
究会等を通して、児童が自発的に活動できる教材、
かかわりなど学習環境づくりに励んだ成果だと思わ
れる。

今後も一人一人の実態をよく把握し、児童の思いや発
達状況に沿った目標を設定していきたい。また、児童
の実態に応じて学習環境を整え、かかわりを工夫する
ことで児童の主体的な活動を引き出していきたい。【目標指数】目標設定や学習環境づくりの

目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以上

縦割りの研究会を通して
他学部の取組について知
り、キャリア発達の視点
での授業改善に取り組
む。

研究会を通してキャリア発達の視点につい
て話し合いを行い、自分の授業に生かすこ
とができたか。(成果指標)

回答者のＡまたはＢ
と判断した割合が８
０％未満の場合は、
授業改善など積極的
に互いの意見を交換
できる研究会の運営
の在り方や授業実践
について検討する。

学部の授業研究会や他学部の授業参観・授業研究会
を通して、他のクラスや他学部の取組について知る
ことができた。また、キャリア発達の視点から小中
高のつながりについて協議した成果であると思われ
る。

来年度も他のクラスや他学部の授業を参観し、小学部
段階での指導について協議していきたい。また、縦割
りの研究会を通して、キャリア発達の視点で話し合い
を行い、小中高の指導の一貫性について考えていきた
い。

【目標指数】キャリア発達の視点での授業
改善の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以
上

H27　学校評価総合シート　　教職員
判断基準

教育課程
・

学習指導

－小学部－

児童の実態を的確に把握
し、児童の思いや発達状
況に沿った目標設定や学
習環境づくりに取り組
む。

小学部
教員

（介助員除く）

児童の実態を把握し、児童の思いや発達状
況に沿った目標設定や学習環境づくりがで
きたか。(取組指標)

回答者のＡまたはＢ
と判断した割合が８
０％未満の場合は、
目標の設定や学習環
境の在り方について
学部全体で検討す
る。



項目 具体的取組 回答者 評価の観点・目標指数 判定基準 成果と課題 改善策・向上策

Ａ 26 22%

Ｂ 85 71%

Ｃ 7 6% 達成

Ｄ 0 0%

無 1 1%

Ａ 23 19%

Ｂ 74 62%

Ｃ 20 17% 達成

Ｄ 0 0%

無 2 2%

Ａ 32 39%

Ｂ 39 47%

Ｃ 10 12% 達成

Ｄ 0 0%

無 2 2%

Ａ 65 59%

Ｂ 42 38%

Ｃ 4 4% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

Ａ 64 58%

Ｂ 46 41%

Ｃ 1 1% 達成

Ｄ 0 0%

無 0 0%

危機管理
(学校全体)

保護者に学校の危機管理
に関する取組を周知す
る。

保護者に「たより」や「学校ホームペー
ジ」等を通して、危機管理に関する取組の
情報提供ができたか。(成果指標) 回答者のＡまたはＢと判

断した割合が８０％未満
の場合は、見直し方法を
再検討し、全職員で共通
理解を図る。

今年度より、主に学校で行われた避難訓練の内容を紹介す
る「防災たより」を発行した。また、「学校ホームペー
ジ」でも情報提供に努めた。担任以外の教職員への周知を
より図ることでＡ・Ｂ評価が増えるようにしたい。

「防災たより」は保護者向けのものであるが、防災意識の向
上を図ることが目的であることから、教職員への周知も図り
たい。

【目標指数】保護者の危機管理に関する情
報認知の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％
以上

全教員

【目標指数】思いやりや助け合いの心を育
む指導充実の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８
０％以上

いじめの未然防止・早期
発見・早期解決に取り組
む。

日頃から子ども一人一人の様子を把握し、
特性に応じた指導に取り組んでいるか。
(取組指標)

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、全教員で共通
理解を図り、見直し計画
を立て直して再度取り組
む。

毎月１回、いじめ対策委員会を開催し、児童生徒の情報を
教職員間で共有してきた。障害特性により起こる問題もあ
るので、今後も引き続き、丁寧な指導を心がけていきた
い。

児童生徒の小さな変化を迅速に把握できるよう、日頃からの
児童生徒との信頼関係の構築に努めると共に、特性に応じた
指導を心がけていきたい。また、教職員の人権意識の向上に
も努めたい。

共生社会の形成に向けて、地域との交流活動を継続しつつ、
交流先への事前の障害に対する理解促進もさらに進め、地域
の方々の理解を深められるよう工夫をしていきたい。

【目標指数】児童生徒の地域での交流活動
推進の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以
上

人権教育
(学校全体)

児童生徒同士が協力・共
同する行事や授業に取り
組む。

児童生徒同士が協力・共同する行事や授業
に取り組んでいるか。（取組指標） 回答者のＡまたはＢと判

断した割合が８０％未満
の場合は、全教員で共通
理解を図り、見直し計画
を立て直して再度取り組
む。

本校の「いじめ防止基本方針」に人権教育の推進、体験学
習や共同学習の充実を掲げ、日々の教育活動のあらゆる場
面で、協力・共同の活動により、思いやりや助け合いの心
の育成に取り組んできた。

日々の授業や学校行事、交流行事、集団宿泊体験等を通じて
の協力・共同によって、思いやりや助け合いの心を育むとと
もに、毎年実施している人権に関する教職員研修の充実を
図っていきたい。

【目標指数】児童生徒の把握と特性に応じ
た指導充実の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８
０％以上

全教職員

【目標指数】危機管理における個々の役割
理解の目標指数(Ａ＋Ｂの合計)が８０％以
上

交流促進
(学校全体)

地域の小中学校,高等学
校、企業等との交流活動
に取り組む。
（交流活動＝学校間交
流、地域企業との交流、
校外学習における地域で
の交流、居住地校交流
等）

地域との交流活動（学校間交流、地域企業
との交流、校外学習における地域での交
流、居住地校交流等）に取り組んでいる
か。(取組指標)

回答者のＡまたはＢと判
断した割合が８０％未満
の場合は、見直し方法を
再検討し、全職員で共通
理解を図る。

全学部において交流活動に積極的に取り組んできており、
交流件数・人数ともに前年に比べ増加してきている。ま
た、コーディネーターによる交流先への事前の障害理解
や、双方向の交流や間接交流など、交流方法にも工夫をし
てきている。

全教職員

判断基準

危機管理研修や危機管理マニュ
アルの見直しを行い、危機管理
に対する意識を高め、個々の役
割について理解を深める。

危機管理研修（校内ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを含む）に
よって、緊急時の自分の役割についての理
解を深めることができたか。(成果指標) 回答者のＡまたはＢと判

断した割合が８０％未満
の場合は、見直し方法を
再検討し、全職員で共通
理解を図る。

災害(火災)発生時を想定し、個別の役割に基づいたグルー
プ毎にシミュレーション作業を全教職員参加のもとに行っ
た。そこから明らかになった課題を防災委員会で検討、災
害発生時のマニュアルにまとめ、見直しを図った。

新年度は年度当初に、各教職員の役割を決めることで、危機
発生時に迅速に動けるようにしたい。また、避難訓練につい
ても新たに作成した危機管理マニュアルや役割分担を基づ
き、より実践的な訓練となるよう工夫したい。



①目標設定や学習環境づくり（小学部）

②研究会を通じての授業改善（小学部）

③目標シートをもとにした目標設定（中学部）

④生徒の目標を意識した授業改善（中学部）

⑤生徒の目標の意識付け（高等部）

⑥事例研究を通した授業改善（高等部）

⑦支援目標の共通理解（舎務部）

⑧危機管理研修による役割理解

⑨危機管理取組の情報提供

⑩地域交流活動への取組

⑪子ども同士の協力・共同学習の取組

⑫子どもの特性に応じた指導
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A 十分できた B おおむねできた C あまりできなかった D 全くできなかった 無回答



項目 具体的取組 回答者 評価の観点・目標指数 判定基準 成果と課題

達成

無 3 4%

14 1

4 1

4 1

6 1

2 0

4 1

1 0

2 2

2 2

7 1

6 2

6

4

4

3

3

9

10

6

9

1

0

教育課程
・

学習指導

－高等部－

B　できなかった内容（複数回答）

気持ちが不安定になったから。

目標を知らなかった。

目標を忘れた。

目標がむずかしくてできなかった。

A　できた内容（複数回答）

自分の目標として、自分からあいさつをすることに取り組んだ。

自分の目標として、はきはきと受け答えをすことに取り組んだ。

自分の目標として、わからないときには、自分から質問をすることに取り組んだ。

自分の目標として、言葉遣いに気を付けて丁寧に話すことを取り組んだ。

自分の目標として、友達の気持ちを考えて、仲良くかかわることに取り組んだ。

自分の目標として、嫌なことがあっても自分の気持ちを切り替えることに取り組んだ。

自分の目標として、自分の気持ちをきちんと相手に伝えることに取り組んだ。

自分の目標として、早寝早起きをすることに取り組んだ。

自分の目標として、好き嫌いしないでバランスよく食事することに取り組んだ。

自分の目標として、運動をして体力を付けることや体重増加に気を付けることに取り組んだ。

自分の目標として、身の回りの整理整頓や身だしなみに気を付けることに取り組んだ。

自分の目標として、時計を見て行動したり、時間の使い方を考えたり、遅刻しないように行動したりすることに取り組んだ。

自分の目標として、予算をたてて一人で買い物をすることに取り組んだ。

自分の目標として、料理や洗濯などできるだけ家事をすることに取り組んだ。

自分の目標として、バスなどの公共交通機関を使って、学校や実習先に通うことに取り組んだ。

自分の目標として、余暇の時間に好きなことを見つけ、過ごすことに取り組んだ。

自分の目標として、時間いっぱい集中して作業や勉強をすることに取り組んだ。

自分の目標として、いろいろなことに挑戦することに取り組んだ。

自分の目標として、学級活動や委員会活動、部活動などで自分から積極的に行動することに取り組んだ。

自分の目標として、忘れ物をしないようメモを取るなどの工夫をすることに取り組んだ。

優先順位をつけるように気をつけて取り組んだ。

学校のルールを守ることが出来た。

改善策・向上策

今後も、教員間で生徒一人一人の目標を共有し、様々
な場面で目標の意識付けを行っていきたい。また、目
標設定では達成可能な目標を設定するようにしたい。
生徒が目標を達成できなかったとしても、その過程を
評価し、繰り返し目標に向かっていけるように支援し
ていきたい。

やりたい目標ではなかった。

取り組みたくなかった。

何をしたらいいか、どうしたらいいかがわからなかった。

自分ひとりだときんちょうして、できなかった。

今年は目標を意識して取り組めたと思えた生徒が８
割で達成することができた。教員からの働きかけの
成果だと思われる。また、できなかったとB評価を
した生徒の理由を見ても目標が分からずにできな
かったという生徒は減った。多くは目標を守れな
かったことに対してできなかったという評価であっ
た。

H27　学校評価総合シート　　高等部生徒
判断基準

ルールを守れなかった。

友達とコミュニケーションを取れなかった。

声が小さかった。

個別の教育支援計画・指
導計画を基に、家庭、担
任、教科担当者、舎担当
者が情報を共有し支援を
行い、日々の生活や授業
で生徒が自分の目標を意
識できるよう取り組む。

先生や家族と話し合い、自分の目標が分か
り、取り組むことができたか。（取組指
標）

回答者のＡと判断し
た割合が８０％未満
の場合は、Ｂの内容
を検討し、目標シー
ト作成時の面談のや
り方について検討す
る。

高等部
職業･作業
ｸﾞﾙｰﾌﾟ生徒

【目標指数】情報共有し生徒への目標の意
識付けの目標指数(Ａが８０％以上)

Ａ 60 80%

Ｂ 12 16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

○先生や家族と話し合い、自分の目標が分かり、取り組む

ことができたか。（取組指標）

A できた

B できなかった



項目 具体的取組 回答者 評価の観点・目標指数 判定基準 成果と課題

達成

無 0%

12 0

3 0

16 0

10 0

7 0

4 0

6 0

4 0

7

6 1

7 1

7

3

3

4

3

9

13

16

0

教育課程
・

学習指導

－高等部－

何をしたらいいか、どうしたらいいかがわからない。

自分ひとりだときんちょうして、できない。

早起きができなかったから。

（　　　　　　　　　　　）ができなかったから

金曜日の寝る時間を意識できなかった。

挨拶や返事を大きな声でできなかった。

自転車の乗り方など交通安全に気をつけるようになった。

時間いっぱい集中して作業や勉強に取り組めるようになった。

計算ができるようになった。

実習でできることが増えた。

宿題の切り抜き新聞をやっているので家でも新聞を読むようになった。

料理や洗濯など家事をするようになった。

身の回りの整理整頓や身だしなみにきをつけるようになった。

体力がついたり、体を動かすことがすきになったりした。

バスなど公共交通機関を使って出かけることができるようになった。

校外学習で行ったお店や施設を利用した。

余暇の時間にすることや好きなことを見つけることができた。

判断基準 改善策・向上策

今後も、生徒との話し合いの場を積極的に設定し、何
が課題なのかを明確にし、それに対する生徒の頑張り
を認めながら、成長を促していけるようにしたい。生
徒ができていること､できたことも大きく評価してさ
らなるやる気に繋がるようにしたい。

A　できた内容（複数回答） B　できなかった内容（複数回答）

漢字の勉強をして読むときに役立ったり、書いたりができるようになった。

電話のかけ方がわかって、かけられるようになった。

大きな声であいさつができるようになった。













はきはきと受け答えができるようになった。

わからないときには、質問ができるようになった。

友達へのかかわりかたを考えたり、自分から人にかかわっていったりができるようになった。

3%

丁寧な話し方ができるようになった。

予算をたてて買い物をするようになったり、予算内で買い物ができるようになったりした。

学校の勉強はやくにたたない。

Ｂ 2

時計を見て行動したり、時間の使い方を考えたり、時間に間に合うように行動したりするようになった。

忘れてしまう。

学校の勉強と現場実習や自分の生活はちがうから。

したくないから。

勉強がむずかしくてわからないから。

高等部
職業･作業
ｸﾞﾙｰﾌﾟ生徒

学年別にグループを組
み、他学部の意見も取り
入れながら、課題を抱え
る生徒の事例を検討し、
支援のあり方について共
通理解を図り、授業等に
生かす。

授業で学んだことが、自分の生活や現場実
習で役に立ったか。（満足度指標） 回答者のＡと判断し

た割合が８０％未満
の場合は、Ｂの内容
を検討し、授業内容
や生徒への評価の
フィードバックを検
討する。

ほとんどの生徒が、学校での学びを日頃の生活や現
場実習で役に立ったと実感できたようである。目標
設定などの話し合いの中で課題だけでなく、これは
できているということを生徒に返し自己肯定感や自
己有用感を高めた指導を心掛けた結果だと思われ
る。

【目標指数】支援内容や方法を共通理解し
たうえでの授業実践の目標指数(Ａが８
０％以上)

Ａ 69 97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

○授業で学んだことが、自分の生活や現場実習で役に

立ったか。（満足度指標）

できた できなかった


