
1 

 

 

平成２８年度学校評価アンケートのまとめ 

 

今年度は、これまで行ってきた「学校評価アンケート」に加え、本校生徒が現場実習や進路先としている地域関係

機関の皆様に「学校評価地域アンケート【進路先】」をお願いし、評価をいただいた。 

 

Ⅰ 「学校評価アンケート」 

１ 評価対象  保護者（自宅生、福祉園契約利用生）、福祉園職員、高等部生徒、学校運営連絡協議委員、教職員

について実施。 

 

２ 評価項目  昨年度の項目を基に整理し、新項目３項目（教職員は１項目）を加え、全３６項目とした。 

 

３ 平成２８年度学校評価アンケート回収率について（単位％）              [ ]は、前年度 

 
保護者 

福祉園職員 教職員 
自宅生 福祉園契約利用生 

小学部 89.4 50.0 100.0 100.0 

中学部 74.4 61.5 100.0 100.0 

高等部 92.3 63.2 100.0 100.0 

全 体 
86.6 

〔84.8〕 

58.0 

〔43.4〕 

100.0 

[100.0] 

100.0 

[100.0] 

 

４ 集計方法 

    項目相互の比較・検討がしやすいように、評価基準を点数化し、「そう思う」「「だいたいそう思う」を肯定的

な評価、「あまりそう思わない」「思わない」を否定的な評価と捉え、評価別割合の比較・検討を行った。   

                                         

５ 分析・考察    

【全体の様相 】 

 ・回収率が上がり、全体で８６．６％となった。特に高等部の上昇が大きく、昨年度より１０％上がった。 

  ・昨年度と共通項目（保護者３３項目、福祉園職員３０項目、教職員３５項目）の中で、 

昨年度より高い評価をいただいた項目は、保護者９項目、福祉園職員２５項目、教職員９項目となり、福

祉園職員の評価上昇が多かった。 

昨年度より評価の下がった項目は、保護者２４項目、福祉園職員４項目、教職員２６項目で、保護者、教

職員からの下落が多かった。 

・今年度全項目（保護者３６項目、福祉園職員３３項目、教職員３６項目）の中で、 

保護者２６項目、福祉園職員３１項目、教職員３２項目で、８５％以上の肯定的な評価を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【今後の課題となる項目】 

・「パソコン、清掃、喫茶接遇検定等の資格取得の充実」 

・「小・中・高のスムーズな移行への配慮」 

・「心理的ケアを必要とする児童・生徒への指導の配慮・工夫」 

・「スクールバスの安全運行」 

・「部活動の充実により、生徒が目標をもって生活できている」 

・「学校設備の美化・安全」 

・「年齢を考慮した学習指導」 

【昨年度より評価された項目】 

・「基礎体力の向上を目指した活発な指導」 

・「特別支援教育センター校としての近隣 

高等学校との連携」 
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【学習指導について】     

６項目中、保護者・福祉園職員・教職員の３者では、２項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。福祉園職員・

教職員の２者では、５項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

 

●○「項目３：年齢を考慮した学習指導」では、保護者・福祉園職員・教職員の３者で８５％以上の評価を得た。

保護者からの評価は、昨年度より８．１％の下落が見られたが、福祉園職員からの評価は、昨年度より８．１％

上昇した。 

 

●「項目４：小・中・高のスムーズな移行への配慮」では、昨年度より保護者・福祉園職員・教職員の３者で下

落が見られた。福祉園職員からの評価は２．１％、教職員からの評価は２．３％。保護者からの評価は１２．

３％と大きく下落した。 

＜改善策＞ 学部間のつながりを大切にし、進学・進級時の引継ぎ内容の充実、教員間の連携、系統的な指導

の更なる充実が図れるように、各部署で具体的な検討を行う。 

 

  

保護者の肯定的な評価                福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

項目1  個別指導計画は、保護者の方への十分な説明と理解を得

て作成されていると思いますか。 

項目2  学習指導は、一人一人の児童・生徒の障害特性に応じて

なされていると思いますか。 

項目3  それぞれの学部において、年齢を考慮した学習指導がな

されていると思いますか。 

項目4  小学部から中学部、中学部から高等部へと、スムーズな

移行への配慮がなされていると思いますか。 

項目5  教材や教え方を工夫したわかりやすい授業が行われてい

ると思いますか。 

項目6  キャリア教育（児童・生徒の自立と社会参加をめざした

指導）は、それぞれの学部で適切な教育がなされている

と思いますか。 

 

○：肯定的な評価が昨年度より８％以上上昇の項目    ☆：継続課題で改善が見られた項目 

●：肯定的な評価が昨年度より８％以上下落した項目   ★：継続課題で引き続き改善が必要な項目 

 



3 

 

 

  ご意見等 回   答 

1 個別の相談と学校での指導を日常につなげる

ための保護者もともに行う教育の必要性を感

じます。（小高） 

子ども達の力を伸ばしていくためには「保護者もともに行う教

育」はとても大切な視点です。目標や課題を共通認識して課題

を克服するための方法を考えて協働して当たることが大切で

す。学校からも働きかけていきますが、ご家庭からも「これは

どうしたらよいか」等個別の相談等遠慮なくご相談ください。 

2 その子の今の学力に応じた課題が出されてい

ないのではないかと感じます。（小高） 

小学部では、特に朝の国語算数など、たくさんの教材を用意し、

個に応じた課題が行えるように工夫しています。集団での学習

では、一斉指導の部分もありますが、課題は個別に用意するな

ど、個別の配慮をしていると思います。もし、ここは自分のお

子さんに合っていないと感じた部分がありましたら、担任まで

具体的にお知らせください。 

3 ７月にお伝えしたことの改善が１０月になる

など、何を確認し、改善をする考えがあるの

かわかりません。（小高） 

改善が遅かったとのご指摘、申し訳ありません。夏休みをはさ

むことで、課題が変化することもありますが、今後もご指摘い

ただいたことには迅速に対応する、あるいはご説明させていた

だくなど、していきたいと思います。 

4 「スムーズな移行への配慮」が不十分だとよ

く聞きます。生活面、学力面、コミュニケー

ション面等、各情報を次年度に詳細に引き継

いでいただけると安心です。（小高） 

学級が変わったり学部が変わったりする際は、細かなことまで

できる限り引き継げるように、今後も工夫、配慮していきたい

と思います。 

5 少人数で学習した方が子供たちも静かに落ち

着いて学習できると思うし、先生も教えやす

いと思うのでぜひ考えていただきたいです。

（中） 

学習グループの設定については、学年進行でグループ編成を行

うことを基本とすることが都から示されています。生徒の実態

と指導体制を考慮し、現在のグループ編成としています。グル

ープごとの集団学習であっても、個々の生徒の理解進度に合わ

せた学習を進めていきます。 

6 小学部に比べ教材などやや工夫がなくなった

ように感じます。小学部との連携もあまりさ

れていないと思います。あまり学習が進んで

いるように感じられず不安があります。（中） 

より生徒個々の学習理解の把握に努め、使用する教材の開発等

工夫に努めます。教員相互の情報交換を行っていきます。 

７ できていたことが、積み重ねてきたことがで

きなくなっている。（中高） 

学年がかわり、担任の先生がかわったときに、

あまり引継ぎがされていないと感じることが

あります。（高） 

現在も引継ぎを行っていますが、さらに確実に引継ぎができる

ように、引継ぎ内容の充実を図ります。指導の手だてや教材を

引継ぐなど、学習の積み上げを大切にしていきます。同じ校内

であるメリットを生かし、日常的に学部・学年を超えた教員相

互の情報交換に努めます。 

８ 生徒が得意とする科目を充分に伸ばして欲し

い。（中） 

得意分野を伸ばすことは生徒にとって自信につながる大切なこ

とだと考えます。得意分野については、進展学習を取り入れる

などしていきます。 

９ 教科書の絵本が全く使用されていないものが

配られるが必要なのか。（小児童担当職員） 

比較的きれいな状態でお渡ししていたのかと思いますが、学習

の中ですべて活用しております。せっかく無償給与されるもの

なので、今後も活用していきます。 

10 夏休みの宿題について、「問い合わせがなかっ

た。また、本人もいらないと言ったので作成

していない。」との返答をもらいました。問い

合わせがなくても、本人のレベルに合った宿

題を用意してほしいです。（高生徒担当職員） 

宿題については、全員一律ではなく、個々に応じた対応をさせ

ていただいています。ご家庭や寮とご相談をしながら進められ

ればと思いますので、ご要望がありましたら面談時や連絡帳等

でお知らせください。また、その旨保護者会等で周知いたしま

す。 
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【生活指導について】 

保護者・教職員の２者では６項目中１項目で、９０％以上の肯定的な評価を得た。福祉園職員・教職員の２者で

は、３項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

 

●「項目１：心理的ケアを必要とする児童・生徒への指導の配慮・工夫」では、福祉園職員・教職員からの評価

はほぼ変化が見られなかったが、保護者からの評価は１１．２％と大きく下落した。 

＜改善策＞ 保護者面談、関係者会議の実施、児童・生徒の当事者相談の実施、校内支援体制の工夫、外部専

門員の活用、教員研修の充実等、現在も行われている内容をさらに発展させ、児童・生徒のより

よい指導へとつなげられるようにする。 

 

●「項目５：スクールバスの安全運行」では、保護者・教職員の２者ともに下落が見られ、保護者からの評価は

４．５％、教職員からの評価は１０．５％と大きく下落した。 

＜改善策＞ 学校評価アンケートで出された児童・生徒の安全に関わるご意見については、迅速に対応を行っ

た。今後も、事故未然防止のため、日頃から運行状況の把握に努めるとともに迅速な対応を行う。

また、スクールバス会議等で運行会社及び乗務員との連携を図り、安全運行に努める。 

 

 

 

 

 

保護者の肯定的な評価                福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 項目1 心理的なケアを必要とする児童・生徒への指導の配慮・工

夫がなされていると思いますか 

項目2  児童・生徒の人権に配慮した教育がなされていると思 

いますか。 

項目3   学校は、体罰や暴言をなくすために、積極的に取り組ん 

でいると思いますか。 

項目4  児童・生徒の実態に応じた通学指導がなされていると思 

いますか。 

項目5  スクールバスが安全に運行されており、車中事故防止の

徹底が図られていると思いますか。<スクールバス利用者

のみ回答> 

項目6  まちコミメール等により、緊急時の連絡方法が適切にな

されていると思いますか。 
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  ご意見等 回   答 

1 バスの車体自体の安全点検について疑問。い

つもドアが閉まらず何度も繰り返し閉めなお

している。（小低） 

車両整備、安全点検、安全運行につきましては、これまで以上

に万全を期すよう、毎月行っておりますスクールバス会議にて、

運転手及び添乗員に通達しました。また、スクールバス運行会

社にも同様に要請しております。 

2 どうしても席を離れてしまう児童がいます。

走行中の離席は事故につながる可能性もあり

心配しています。（小高） 

・バスの運行の安全性には、非常に危機感を

抱いています。（小高） 

スクールバス運行に関しまして、ご心配をおかけし、大変申し

訳ありません。改めて全スクールバスの乗務員に、運行中にシ

ートベルトをはずす、立ち歩く児童・生徒がいるか確認し、該

当児童・生徒の担任と相談して、指導をしております。また、

そのような状況がある場合には、「現状が回復されるまで、運行

が遅延したとしても発車しない」「走行中の場合は安全に路肩に

停車する」旨、乗務員に伝え、規定を徹底いたしました。保護

者の方にも補助ベルトの用意や、指導にご協力いただくことが

あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

3 先日バスの添乗員の方が急遽変更になった

が、申し送りが十分になされていないように

感じる。（小低） 

スクールバス運行会社に、乗務員の変更や臨時の乗務員が乗務

する場合には、引き継ぎを十分に行い、本校作成の運行マニュ

アルを確認するよう、改めて申し伝えました。 

4 バスの添乗員さんが、しかる子としからない

子がいて、子どもが混乱している。安全に運

行されていても、帰り添乗員さんが分厚い単

行本を必ず読んでいる。子どもたちが降りる

までは、子どもたちに目を配るのが仕事では

ないでしょうか。（小低） 

児童・生徒への対応につきましては、障害の特性や実態の把握

について乗務員に研修を行い、資質向上に努めてまいります。

また、運行中に本を読んでいる添乗員の件につきましては、職

務に専念にするよう該当の添乗員に伝え、改善させております。 

5 バスでのトラブルに対し、対応が遅い。 スクールバスの担当教員が乗務員とコミュニケーションを取り

ながら、運行中のトラブル等の把握、対処に努めておりますが、

保護者の方からも何か気が付くことがありましたら、連絡帳等

を通してお子様の担任にお伝えください。スクールバス担当教

員と該当児童・生徒の担任とが相談しながら、実態・課題に応

じた指導を行います。 

6 一人通学を許されているらしいですが、他の

子が来るとバス停から戻って迎えに行く、歩

道を占拠するなど自分の子供以外に気を配る

事が多すぎます。 

スクールバスを降りてからの一人通学の児童・生徒について、

気になることがありましたら、連絡帳等を通してお子様の担任

にお伝えください。スクールバス担当教員→該当児童・生徒の

担任によって実態・課題に応じた指導を行います。 

7 スクールバスの運転手が身体介護が必要な子

のためバスを降りてその子を乗せているのも

危険だと思います。（小高） 

 

運転手は運転席を離れない原則をスクールバス会議において再

確認致しました。また、緊急に離れざるを得ない場合には、エ

ンジンを切る、サイドブレーキを引く、キーを抜くなど、安全

対策についても同時に確認しております。 

8 登下校時、バスが路肩に止まり、児童を乗せ、

再発車するときですが、本線への合流がやや

強引に感じることがあります。（小高） 

本ケースを含め、運行全体において、改めて安全運転に努める

よう、スクールバス運行会社及び乗務員に申し伝えました。 

9 悪天候の時、同じバス停の生徒が２時間待っ

ていてもスクールバスが来なくて大変だった

ことがありましたので、早い対応と連絡をお

願いします。そういう時こそまちこみメール

等で情報を提供してほしい。（小高、高） 

平成２７年度にあった記載事項については、大変ご迷惑をおか

けしました。随時、反省・課題をまとめながら安全・安心な適

切対応に努めます。 

10 高等部においても通学時の見守り等も含め、

小中から継続して指導してほしい。（高） 

心配な点があった場合等、ご家庭と連絡を取りながら対応させ

ていただいております。不十分な点やご心配な点がありました

ら、隋時お知らせください。 
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11 授業参観の際、他の生徒に暴言を吐いている

生徒を見てショックを受けた。理解力があり

発言できるとしても、他人に対してあのよう

な言動をする生徒について適切なサポート、

配慮をもって改善していく必要があると感じ

た。（小高） 

ショックを受けるようなことになってしまい、申し訳ありませ

ん。子どもたちの障害や、過去の事情等により、不安定になる

と手足が出たり、きつい言葉が出たりしてしまう児童に対して

は、教員間で連携し配慮や対応を現在も行っていますが、今後

もよりよい対応ができるように取り組んでいきたいと思いま

す。 

12 先生方個々の教師としての資質や力量に差が

ありすぎると思います。学部及び学年での情

報共有もあまりなされていないように感じ

る。（高） 

校内外での研修会の他、日常の授業とその準備を通し、ＯＪＴ

（研修）を行っています。また、担任同士、学年主任、学部主

任、指導教諭、コーディネーター等、情報の共有や相談ができ

るようにしています。個々に任せきりにせず、組織として対応

することでご心配がないように対応しているところです。ご心

配なことがありましたら、ぜひ具体的に担任、もしくは主任等

にご相談ください。 

13 校内で他の生徒との言い合いになり、手をけ

がすることがある。休み時間中の出来事だと

思いますが、少し生徒を見守って欲しいです。

爪は必ず切る。チェックした方が良いと思う。

（中） 

生活指導の一つとして爪を切ることについても指導していきま

す。 

14 ヒステリックに怒るなど不適切だと思うこと

があります。個々の障害に合った指導が必要

ではないでしょうか。（中） 

指導方法について改めて、全体確認し、研修に努め指摘されて

いることなどないようにします。 

15 小学部でキャリア教育の一環として行われて

いる「校外歩行」を、通学指導とも関連付け

るとよいと思います。（元都立学校長） 

ご助言ありがとうございます。将来の一人通学、通勤にもつな

げる意図で、校内移動、校外歩行、校外学習での交通利用等、

段階を追って指導しています。また、一人通学の練習も、同様

に「大人と一緒に歩く」から段階を追って練習をしています。 

 

 

【進路指導について】 

 ４項目中、保護者・福祉園職員・教職員の３者では、１項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。それぞれ４項

目中３項目で９０％以上の肯定的な評価を得たが、項目にばらつきが見られた。 

 

  ●「項目４：パソコン、清掃、喫茶接遇検定等の資格取得の充実（高等部のみ）」では、保護者からの評価が２１．

１％と大きく下落した。福祉園職員からの評価は５．７％の下落は見られるものの、福祉園・教職員の２者で

は９４％以上の高い評価を得た。 

＜改善策＞ 保護者への説明の工夫を行うとともに、引き続き検定等の資格取得についての指導の充実を図っ

ていく。  

 

 

保護者の肯定的な評価                福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 
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教職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ご意見等 回   答 

1 ・小学校に入ったとたん、社会参加、進路、

職業…と、ちょっと息がつまります。連続し

た教育でというのはわかりますが、もう少し

今も楽しんでほしい。（小低） 

・小学部高学年になりましたが、進路指導は

いつごろ始めるのでしょうか。（小高） 

 

 

 

・将来について、もっと中学生から意識させ

ていただけるような機会を設けて欲しいで

す。（中生徒担当職員） 

・息が詰まるの御意見には申し訳なく思います。 

 

 

 

・「現場実習」や「職業」の授業は無いので意識しづらいですが、

小学部の取組みの全てが進路指導につながっています。日々の

活動の中に、進路だよりで挙げた例等を参考に、「将来の進路に

つながっている」意識をもって取組んでいただきたいと思いま

す。 

・中学部では、進路に関係する学習がありますが、生徒個々の

理解の度合い等に応じて、意識を高める取り組みをしていきま

す。 

 

2 進路講演会に参加したくてもできない時があ

るので話の内容を簡単にまとめていただける

と嬉しいです。（中） 

進路講演会はＰＴＡの主催行事です。担当の方に今年度２月実

施のＰＴＡ進路講演会から、この件の検討を依頼します。 

3 保護者が思っているより現実就職先が求める

人材は厳しいと思います。もう少し保護者の

意識を高める必要があると思います。昼間ど

こでもいいから行くところがあれば違うと思

う。（中） 

保護者会やＰＴＡ進路行事、実習生を励ます会・実習報告会の

後に相談の場を設ける等で、意識が高まるように考えており、

更に工夫したいと思います。 

4 生徒の進路別（企業・作業所・生活介護など

めざしている所）の授業がもっと設けてもら

えるといいのではないかと思う。（高） 

高等部では、本校の生徒の実態を考慮した教育課程の編成を行

っています。学習指導は、学年ごとに教科や学習内容に合わせ、

生徒の課題に応じたグループ編成で行っています。特に１～２

コマで設定されている職業の時間は、進路別のグループ編成を

基本としています。また、作業学習については、学部全体で作

業班を編成しています。 

5 自立ということが一般的に良いこととされて

いますが、障害の程度によっては可能な程度

の自立という発想が必要かと思います。自立

という言葉がプレッシャーに感じてしまうこ

とがあります。（高） 

生徒個々に応じて自立の目標は異なってよいと思います。状況

が変わったり目標が達成されれば新たな目標が出てきます。大

きな目標に近づくためにはスモールステップが必要で、そこに

視点をあてれば過度なプレッシャーにはなりにくいと思いま

す。 

項目1 卒業後を見通した進路指導、職業教育が充実していると思

いますか。 

項目2 学校生活支援シート（個別の教育支援計画）や個別移行支

援計画は、適切に作成・活用されていると思いますか。 

項目3  子どもの将来を見通した進路情報が、進路講演会、事業所

説明会、進路見学会、進路便り、学年便り等により、保護

者に適切に提供されていると思いますか。 

項目4 パソコン、清掃、喫茶接遇検定等の資格取得の充実が図ら

れていると思いますか。<高等部のみ回答> 
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6 検定等の資格取得の説明をきいたことがあり

ません。（高） 

検定等の資格取得については、授業の一環と

して必ず試験に参加するように義務付けて欲

しいです。就労意欲のない生徒は、そうでも

しないと資格取得ができません。（高生徒担当

職員） 

高等部では、日ごろの学習の成果を試す機会として「特別支援

学校清掃技能検定・喫茶接遇サービス技能検定」を希望する生

徒が受検しています。検定についての説明は、作業学習班の希

望調査時に、作業学習班の紹介と併せて「日ごろからこれらの

技能について練習をしている班を中心に受検を行うこと。進路

指導で必要な場合等には、他の班の生徒が受検することもある

こと。検定を受けるには一定の基準があること。」をお知らせし

ています。検定の詳細については、日程等が明らかになった段

階で、該当の作業班所属生徒等へお知らせしています。 

7 Ａ型、Ｂ型、生活介護の違いを進路だよりな

どで説明いただいていますが、何かまとめて

虎の巻みたいなものや就労先決定までの流れ

が表みたいになっていると、今どの段階なの

か、次は何があるか理解しやすかったと思い

ます。（高） 

年間の大きな流れは学期当初に説明していますが、その後は個

別面談等を通して漏れが無いようにお伝えをしています。流れ

の表も含めて、見通しが持ちやすい方法を検討いたします。 

事業所の説明については、文章だけでは伝えにくいところもあ

りますので、進路見学会や個別の相談を受け付けておりますの

でご活用ください。 

8 目標高く作業所や就労を勧められるが、福祉

園の活援も充分個々に合った日中活動の場で

す。また、福祉園生の特殊な事情（卒業後の

居住地等）も考慮していただきたいです。（高

生徒担当職員） 

福祉園の事情は、今後とも十分に考慮していきます。何か疑問

があれば、進路指導部までご相談いただき、必要に応じて福祉

園との話し合いもしています。活動援助係の実習も相談の上決

めていくので、適切な実習先と考えています。 

9 福祉就労作業所での支援・指導方針、作業内

容と学校での作業学習の内容・方法との連

携・連続性は図られているのでしょうか。（元

都立学校長） 

支援や指導方針については、実習や移行支援会議等を通じてお

伝えをしています。学校では作業に向かう姿勢や基礎技能、巧

緻性等、基本的なことを身に付けさせて送り出しています。 

10 教員全員が障害者雇用の実状を把握されてい

るわけではないと思うので、それに向けた職

業教育が適切かどうか疑問を感じます。また、

個別移行支援計画は、どれも内容的な差がな

いように感じます。（就労支援コーディネータ

ー） 

教員の経験の差等によって、疑問を感じさせてしまい申し訳あ

りません。研修やＯＪＴを活用し、専門性の向上に努めるとと

もに、職業教育は様々な教員が関わって行われるものですので、

個々の生徒に極端な差異が生じることは無いと思っておりま

す。移行支援計画は、本人・保護者の希望を元に作成をしてい

ます。更に丁寧な聞き取りや確認をしていきます。 

11 １年に１回開催している就労支援セミナーに

は、保護者の方の参加を期待しましたが、周

知されなかった。（就労支援コーディネータ

ー） 

昨年度はセミナーの日程が決まる前にＰＴＡの行事が入ってい

たため、参加できなかった保護者もおられたかと思います。今

年度は日程も重ならず、進路だよりやＰＴＡ広報でのお知らせ、

チラシの配布等、参加いただけるよう周知に努めています。 

 

 

【特別活動について】 

 ４項目中、保護者・福祉園職員・教職員の３者では、３項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

 

 ●★昨年度の課題であった「項目４：部活動の充実により、生徒が目標をもって生活できている（高等部のみ）」で

は、福祉園職員からの評価は８．８％、教職員からの評価は７．０％の下落が見られた。保護者からの評価は

４．６％上昇したものの７３．２％に留まった。 

   ＜改善策＞ 部活動については、生徒、保護者、福祉園職員からの期待も大きく、できる限り活動ができるよ

うに工夫をしているところである。安全を第一に考え、毎年の状況に応じてできるだけ対応でき

るように努める。 
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保護者の肯定的な評価                福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 

 

 

 ご意見等 回   答 

1 交流及び共同学習は、充実が図られていると

は思いますが、小学生の特に男児は交流の成

果が個々にひびいていないように見えます。

（小低） 

事前学習では「早く会ってみたい」など意見があがり、文化祭

の交流後には「七生の子の図工作品はすごい。感激した。」との

感想も複数あがっていました。交流の意図が伝わっていなかっ

た感想が聞かれたのは残念です。該当校にお伝えし、「学校は違

っても同じ日野市の子」という意識をもってもらえるよう、次

年度の事前事後学習でより理解が深まるような手立てを考えて

まいります。 

2 小学部は、授業参観で見ていることを体育館

というステージでやっている感じで、正直つ

まらなかった。練習！練習！といっているの

だから、普段見ることのできない子どもたち

の頑張っている姿、練習の成果を見たい。（小

低） 

授業でやってきた内容だからこそ、子どもたちは自信をもって

取り組み、得難い達成感を味わっています。ぜひ暖かい応援を

お願いします。 

3 中途半端な感じで終わって残念です。校外学

習が毎回同じ場所というのはどうかと思う。

遠足は特に！（小低） 

校外学習も、１年生から段階を追って少しずつステップアップ

することで、こどもたちは安心し自信をもって取り組めていま

す。高学年からは、交通利用や食事がメインではなく、進路に

向けた内容も含めたいろいろな場所での見学・体験を行います。

そのために、低学年では、交通利用や食事等の基礎的な学習を

丁寧に行っています。 

4 校舎建て替えのため、宿泊学習が減ってしま

った。代わりの行事がないのが残念。交流は、

もっと他の学校ともやってほしい。（小低） 

小学部は、行事だけでなく、日常の積み重ね学習を大切にして

います。交流についても、毎年、よりよい形を検討しています

が、双方の子どもたちにとって、負担が少なく意味が大きいも

のにしたいと考えています。 

★ 

項目1 児童・生徒による実行委員会形式の行事（運動会、学習発

表会）が充実していると思いますか。 

項目2 遠足や宿泊学習等の校外学習が充実していると思います

か。 

項目3 学部ごとの交流及び共同学習（夢が丘小交流、七生緑小交

流、日野三中交流、日野高校交流）の充実が図られている

と思いますか。 

項目4 部活動の充実により、生徒が目標をもって生活できている

と思いますか。<高等部のみ回答> 
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5 ・今年も宿泊行事がありましたが、１泊２日

の２日目はお弁当を学校に戻ってきてから食

べるなど、年々簡略化されているように思い

ます。これは学年の人数によるせいでしょう

か。（小高） 

 

・宿泊学習では目が行き届かない部分があっ

たように感じました。説明会の時から先生方

に余裕がないのを感じてしまいました。（中） 

・保護者会等でもお伝えしている通り、５、６年生の宿泊２日

目は、館内の清掃、終わりの会等をきちんと行い、バス、電車、

バスと乗り継いで帰校しています。この一つ一つが大切な学習

になっています。帰校後、ゆっくり弁当を食べながら楽しかっ

たことやがんばったことを話す子も多く、小学部段階では無理

のないプログラムとなっています。 

・宿泊学習では、準備から実施・事後まで生徒たちに十分な学

習が経験できるよう努めていきます。今後は今回のようなご意

見の内容に教員相互で共通理解を深め、良い学習となるように

していきます。 

6 夢が丘小に姉弟がおりますが毎年お互いの運

動会と学校公開の日が重なっているので何と

かならないかなぁと思っています。（中） 

本校は、小中高の３つの学部がある学校ですので、それぞれの

学部行事等の調整を行いながら、全校行事の設定を行っていま

す。数ある地域の学校との調整までは難しいのが実情です。 

7 ・もう少し放課後の部活を手広くやってほし

い。（高） 

・週３回位の部活がよい。（高） 

・球技部をソフトボール部、バスケットボー

ル部に分けてもらいたいです。（高生徒担当職

員） 

現在、部活動は水曜日の６時間目を中心に活動しています。部

活動は、教育活動の一環ではありますが、授業時間に含めない

活動となっています。運営については工夫が必要な部分が多い

のですが、生徒からの期待も大きくできる限りその機会を保障

しているところです。部活動のコースによっては、放課後等の

時間に活動を行っている場合もありますが、活動内容や教員有

志による指導体制が整い、安全な実施が可能であると総合的に

判断された場合のみ行われています。今後も安全を第一に考え、

毎年の状況に応じてできるだけ対応できるように努めてまいり

ます。 

部活動の内容等につきましては、学校として総合的に判断して

活動を行っていますので、ご理解をお願いします。 

8 高３の時にも宿泊学習があると良い。ぜひや

ってほしい。（高） 

高３は進路決定の年となります。本人にあった就労先を決定す

るまでには、受け入れ先と調整を行いながら現場実習を重ね、

個々の対応を丁寧に行うため、多くの時間が必要となります。

宿泊行事のような大きなスパンで学習する行事は高２までで終

え、高３では進路決定のためにしっかり取り組めるように教育

課程を編成しています。 

9 「児童・生徒による実行委員形式の行事の充

実」については、自分の子が関わったことは

一度もないので充実しているにはほど遠いと

思う。（高） 

生徒一人一人が、さまざまな機会に活躍できるようにと考えて

います。すべての生徒が実行委員になることはできませんが、

これからも本人の得意なことでの活躍の場を設定していきたい

と思います。生徒それぞれの活動へ対する暖かい励ましをお願

いします。 

10 修学旅行では、本人に荷物整理を指導してほ

しかったです。沖縄まで行ってジュース代な

ど含め５０００円のお小遣いは少なすぎてか

わいそうでした。（高） 

荷物の整理は、本人が行うことを基本としつつ、個々の課題に

応じて教員が支援しています。時間の許す限り、課題に応じた

対応に努めます。お小遣いについては、いろいろなお考えがあ

るかと思いますが、学校として総合的に判断しております。 

11 １０月の現場実習と陸上大会の日程が重な

り、参加できなくて残念でした。（高） 

部活動と現場実習の日程については、極力考慮していますが、

実習期間を指定される場合は変更が難しいです。 

12 いずれ社会に出て、自然に（当然のように）

一人の人間として受け入れて欲しいと願って

いる者として、早い時期からの交流は大切だ

と思います。（親の会相談役） 

左記のご意見のように、交流及び共同学習の意義は「共生社会」

をめざすものです。今後もお互いが歩み寄って、工夫して進め

ていく予定でおります。 
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【健康づくりについて】 

２項目中、保護者・福祉園職員・教職員の３者では、１項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

 

☆昨年度の課題であった「項目１：基礎体力の向上を目指した活発な指導」では、昨年度同等項目「体力や健康

づくりに向けた指導」との比較で、教職員からの評価は７．８上昇し、福祉園職員・教職員の２者では９１％

以上の肯定的な評価が得られた。 

 

 

保護者の肯定的な評価                福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 

 

 

 

  ご意見等 回   答 

1 「基礎体力の向上を目指した指導」について、

家庭でもできるものを紹介してほしい。（小

低） 

学年通信等で、具体的に内容をお伝えできるよう、工夫したい

と思います。 

2 パラリンピックに結びつくような活動(クラ

ブ活動）をやってほしい。卓球、陸上、水泳。

（小高） 

２０２０のオリンピック、パラリンピックに向け、今後も運動

だけでなく、世界の文化に触れられる取り組みを、各教科等で

取り入れていく予定です。 

3 アレルギー対応や食材が印刷されたプリント

を、献立表とともに全員配布にしていただけ

ると助かります。（小高） 

対応表は、アレルギー対応以外の方でも、希望する方にはお渡

しいたします。担任を通じて連絡帳等でお知らせください。 

２９年２月及び毎年４月の給食だよりにて、上記内容を全校に

お知らせいたします。 

4 有機野菜、有機調味料を使って欲しいです。

糖分は控えめで、味付けは薄味でお願いしま

す。サラダ油は使わないで欲しいです。（小高） 

食材や調味料は、日野市産をはじめとした国産のものを使用し、

安全性には十分配慮しております。有機野菜・有機調味料に限

定した使用は、予算や仕入れの関係で難しいのが現状です。糖

分や味付けについては、過度になることの無いよう十分に配慮

します。 

5 本人の要求に合わせ、おかわりさせ過ぎでは

ないかと思う。（中生徒担当職員） 

学部会等で必要以上のカロリー摂取がないように確認します。

気になる生徒については、個別にお知らせください。 

 

 

 

項目1 基礎体力(体幹等）の向上を目指した指導が活発に行われ

ていると思いますか。 

項目2 学校給食が安全に提供されていると思いますか。 ☆ 



12 

 

【広報・地域交流について】 

５項目中、保護者・福祉園職員・教職員の３者では、１項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。福祉園職員・

教職員の２者では、４項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

 

・昨年度の課題であった「項目２：ホームページの積極的な活用による広報・ＰＲ活動の充実」では、保護者・

福祉園職員・教職員の３者の評価とも数値としては、ほぼ変化が見られなかった。 

 

☆昨年度の課題であった「項目５：特別支援教育センター校としての近隣高等学校との連携」では、教職員の評

価は５．２％上昇した。保護者・福祉園職員の評価項目としては新項目であったが、保護者と福祉園職員とで

評価に大きな差が見られた。 

 

 

保護者の肯定的な評価                福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ご意見等 回   答 

1 ・ホームページがスマホからも見やすいものに

なると良い。（小低） 

 

・日々の学校生活の様子（ななおの雑記）や給

食の写真などもっと充実したものになるとよ

い。（小低） 

・ホームページの閲覧がＰＣからスマホに変わっていく中で、ペー

ジデザインや使い勝手を考えたインターフェースの構築が必要だ

と考えています。いただきました貴重なご意見を参考に今後の学校

ホームページ作りに活かしていきたいと思います。 

・「ななおの雑記」に関しましては各学部の行事等に関しての掲載

はありますが、何気ない日常の様子などもお伝えできるよう努力し

てまいります。 

項目1 副籍制度に基づく交流活動の充実が図られていると思いま

すか。<福祉園を除く、小学部・中学部のみ回答> 

項目2 ホームページがわかりやすく作られ、広報・ＰＲ活動が充

実していると思いますか。 

項目3 学校便り、学年便り、進路便り等は、教育活動や情報がわ

かりやすく発信されていると思いますか。 

項目4 特別支援教育センター校として、近隣保育所・幼稚園・小

学校・中学校との連携や協力関係が充実していると思いま

すか。<保護者･福祉園職員新項目> 

項目5 特別支援教育センター校として、近隣高等学校との連携が

充実していると思いますか。<保護者･福祉園職員新項目> 
☆ 
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2 ・高等部のアポロ販売（百草での販売）をＨＰ

に掲載してはどうでしょうか。（高） 

 

・給食をＨＰにものせてほしい。（高） 

 

 

 

 

・販売実習もそうですがビルクリーニング班が

外部の施設で実習させていただいたことなども

文字情報のみで良いので発信してはどうでしょ

うか。生徒さんのプライバシー保護には十分配

慮する必要はありますが、入学を検討する家庭

にとっては学校見学のほかに参考にする情報源

でもあるのがホームページなので、ご一考いた

だけたらと思います。（高） 

・百草でのアポロ販売の様子に関しては学校ホームページンの「な

なおの雑記」にて掲載しております。販売予定等に関しては、ホー

ムページでわかりやすくお伝えできるよう検討してまいります。 

・給食に関しましては献立と給食だよりの掲載を行っています。日

野市では以前は写真でお伝えする仕組みがありましたが現在はそ

のような形をとっていません。本校単独で同じことを行う場合、掲

載までに時間がかかってしまうことと負担が大きくなることから

現在の形とさせていただています。 

・学校ホームページを通して学校の様子や取り組みなどを伝えられ

るように努力していきたいと思います。そのためにはこのように具

体的なニーズを出していただけることはこれからのページ作りの

大きな参考となります。ありがとうございました。 

3 「副籍制度に基づく交流活動の充実」について、

本人は楽しく参加しているが、参加する側が困

っていること、また、受け入れている学校側が

どう思っているか、何ができて何ができないの

か、が伝わりにくく、より充実させる方向には

なっていないと感じる。（小高） 

低学年の段階では参加できる内容が多く、お互い早く慣れることが

できています。交流校の先生方も知恵を絞って受け入れてくださっ

ています。学年があがるにつれて参加が難しくなることはよく耳に

しており、課題となっているところです。どんな内容ならば本人が

理解し参加可能かを、保護者の方のお考えも伺いながら、交流校と

話し合っていきたいと思います。 

4 学年だよりは毎回載る子の名前が決まっている

ので非常に片寄っている。（高） 

スケジュールをうちの子としてはとても頼りに

しているのに、絵だけが頼りの子のために週予

定に絵を載せてくれない。（高） 

さまざまな機会をとらえて、生徒の活動を紹介させていただいてお

ります。偏りがないように配慮していますが、さらに気を付けてま

いります。学年だよりの予定については、限られたスペースですの

で全てのニーズに対応することは難しい面があります。日々の予定

の確認のための個に応じたスケジュール表の活用など、担任にご相

談いただきながら対応したいと思います。 

5 次の月の予定等はもう少し早くお手紙を出して

いただけると助かります。（中） 

４月当初に年間行事予定をお知らせしています。大きな変更等があ

る場合には、学年だよりやお知らせ等で早目にお知らせできるよう

に配慮しております。「ななおだより」の裏面の月予定を、再確認

にご活用いただければと思います。 

6 子供は福祉園におり、親は自宅におりますので、

親宛の郵便物等は既に終了した内容のものなど

あります。そういう便りはメールでの配信やＨ

Ｐ上で掲載など考えてもらえると助かります。

（高） 

福祉園生の配布物は、保護者の方の了解を得なければならない書類

や必ず知っていて欲しいお知らせ等については、時期を決めてご家

庭へ送付させていただいています。それ以外の日常的な配布物は、

児童・生徒が生活の場である寮へ持ち帰ることになっています。メ

ール配信やホームページ掲載については、学校としては規定上難し

いのが現状です。定期的に寮とご確認いただければと思います。 
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【学校経営・組織について】 

４項目中、保護者・福祉園職員・教職員の３者では、１項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。福祉園職員・

教職員の２者では、３項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

 

  ●「項目１：学校設備の美化・安全」では、教職員からの評価は８．７％の下落が見られた。保護者・福祉園職

員の２者からは８７％以上の高い評価が得られた。 

＜改善策＞ 仮設校舎移転は控えているが、教室環境の整備や安全点検をしっかり行い、事故未然防止の観点

からも学校施設の美化・安全が図られるように努める。 

 

・新項目「項目４：外部専門員の十分な活用」では、福祉園職員・教職員の２者からは９０％以上の高い評価が

得られたが、保護者からの肯定的な評価は６７．９％に留まった。 

＜改善策＞ 本校では７名の知的障害教育外部専門員の先生方にお越しいただき、教員へ児童・生徒の指導に

ついての助言をいただいている。保護者への取組みの紹介や報告、フィードバックの仕方につい

て工夫を行っていく。 

 

 

保護者の肯定的な評価               福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ご意見等 回   答 

1 在校生の増加に伴う学校施設の充実が必要だ

と思います。（高） 

その通りだと思います。新設校舎は、できる限り充実させるよ

う設計しています。仮設校舎も、敷地の制限等がありますが、

最大限努力して設計しています。 

2 就学奨励費については該当するものしないも

のとあり、分かりづらかったです。（高） 

就学奨励費事業は国の制度であるため、制度自体は変えられま

せんが、学校で配布する手引きでさらにわかりやすいように工

夫していきます。また、ご不明な点は経営企画室にお問い合わ

せください。 

項目1 施設設備、教室環境の整備、安全点検などが適切に行われ、

学校施設の美化・安全が図られていると思いますか。 

項目2 就学奨励費、学校徴収金等の経理等の手続きの説明が保護

者等に十分行われていると思いますか。 

項目3 今年度の「学校経営計画」が、わかりやすく示されている

と思いますか。 

項目4 外部専門員（言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士、臨床

発達心理士、授業アドバイザー等）の活用が十分図られて

いると思いますか。<共通新項目> 
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3 外部専門委員を増やしてほしいと思います言

語などが少ないです。（中） 

次年度は作業療法士の先生を１名増やす予定でおります。 

4 外部専門員が実際どのように子どもたちと関

わったり指導しているのか内容がよくわから

ない。どのようなことをしているのか、報告

やフィードバックがあるとよい。（小低） 

知的障害教育外部専門員の導入の東京都のねらいは、「専門家を

知的障害特別支援学校に招聘し、指導・助言を得て教員の専門

性向上を図る」こととなっていますので、ご理解ください。授

業内容全般や集団に対する助言などは個々にお伝えすることは

難しいですが、ご家庭にもフィードバックした方が良い内容等

は、担任から伝えるように周知してまいります。また「学校生

活支援シート」の評価欄に、受けた支援等を記載することにな

っています。発達段階などでの助言を受けた場合は、それに基

づいて個別指導計画をたてております。 

専門員の先生にお尋ねしたいことなどがありましたら、担任に

お申し出いただければ、相談可能となる場合もありますので、

まずはご相談ください。 

年に２回ほど、外部専門員の先生から「相談支援室だより」に

寄稿いただき、家庭で活かせる内容なども記載しております。

参考になさってください。 

 

 

【その他】 

５項目中、保護者・福祉園職員・教職員の３者では、３項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。福祉園職員・

教職員の２者では、全項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

 

 

保護者の肯定的な評価                福祉園職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の肯定的な評価 

 

 

 

 

 

 

 

項目1 日々の連絡帳や個別面談で、指導の成果やこれからの課題

について分かりやすく示されていると思いますか。 

項目2 学校は、児童・生徒の悩みや保護者の心配事に十分対応し 

ていると思いますか。 

項目3 受付や電話の対応は、親切・丁寧だと思いますか。 

項目4 教職員は、保護者や寮職員の意見や期待を受け止めている  

止めていると思いますか。 

項目5 教職員は、個人情報を適切に取り扱っていると思いますか。 
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  ご意見等 回   答 

1 担任の先生等には、よく受け止めていただき

感謝していますが、威圧的、否定的に保護者

に接する先生もいて、きっと子どもにも同様

なのかと思うと見えないところなので不安も

感じます。（小低） 

不安を感じさせて申し訳ございません。具体的に、そのように

感じられた状況・理由をお知らせいただければと思います。確

認後、改善に努めます。 

2 朝電話すると、「おはようございます」などの

あいさつもなし、電話も突然切られることが

あります。（小低） 

電話の対応に不快感をもたれたとのこと、申し訳ありません。

転送等の際に電話がうまくつながらず、突然切れてしまうこと

がまれにあります。そのようなときには大変恐縮ですが、再度

おかけ直しいただければと思います。 

3 「個人情報の適切な取扱い」書類を紛失され

た。（小低） 

書類の紛失等があった場合は、担任や学年、学部主任等にすぐ

ご連絡ください。 

書類配布や受け取りの際は、青、ピンクなど決められた封筒に

入れる、受け取りのサインをする、連絡帳に記載する等、紛失

の防止策に全校で取り組んでいます。 

4 トラブルがあると、加害者側にかかりきりに

なる、被害者側は聞き取りと言われ、まるで

こちらに非がある扱いがあったり、ショック

の子の対応は後回しになる。避ける、近寄ら

ないということを覚えました。保護者会を含

めてです。（小高） 

保護者の方も含め、つらい思いをさせてしまい、本当に申し訳

なく思います。 

双方の子どもたちにとってよい対応になるよう、今後さらにき

め細かい配慮をしていきたいと思います。 

5 ・先生方はとても丁寧に対応してくださいま

すが、親の意見や要望についてはかわされて

しまって、結局聞いていただけないと疑問に

思うこともあります。（中） 

・連絡帳に色々と書いてもスル―されること

が多い。（高） 

ご連絡をいただいたことに、十分に対応ができていないことが

あるようで申し訳ありません。保護者のご意見やご要望をしっ

かり受け止めて対応できるようにしてまいります。内容によっ

ては、回答にお時間をいただくこともありますので、その旨を

お知らせし、経過報告をするなど丁寧に対応できるようにして

まいります 

6 日々お世話になっているがマイナスのことば

かり言われ続けるとつらくなることがある。

どうにもならないから特支に通っている。そ

うだけどこうしてゆき、こうなっていくよう

にの希望があたえられるとうれしいです。

（高） 

ご意見ありがとうございます。「できる」「できた」という経験

をたくさん積み、自信をもってさまざまな力を付けていけるよ

うに、スモールステップでの取組みや手だてを提示してまいり

ます。ご家庭や本人の気持ちに寄り添い、将来を見据え、ご相

談しながら指導に当たってまいりたいと思います。 

 

 

【 自由記述意見 】として出された主なもの  

  ご意見等 回   答 

1 学年の半数の先生が産休代替の先生で、進級時

におめでたがわかっていたのに主担任にする

のは子どもたちへの配慮がないし、親の心配、

子どもの不安など負担が多すぎる。 

進級時に学年の間での担任替え、クラス替えは

あったとしても、スモールステップで積み重ね

てきたことが崩れないように統一した対応、情

報共有ができるよう担任配置にもっと工夫、配

慮をしてください。（小低） 

担任配置については、様々な要素を勘案し、できる限りバラン

スよく配置できるように考えておりますが、年度途中での個々

の事情が生じることもございます。そのようなときにも、教育

の質が落ちないように、組織で体制を取って努力してまいりま

す。 
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2 ＰＴＡとは、保護者と先生方が協力し合って子

どもたちのために活動することだと思ってい

ますが、保護者に対する態度が冷たい、キツイ、

迷惑そうな態度をとるなど、あまり良いお話を

聞かない先生がいます。保護者は先生方のよう

にＰＴＡや学校活動のプロフェッショナルで

はありません。障害児を育てながらがんばって

いる保護者に対してもあたたかい対応をお願

いします。（小低） 

そのように感じさせてしまい、申し訳ありません。教職員一同、

保護者の皆様に対しては、常に「子供たちのために一緒に頑張

っていく」というスタンスでおります。そのように感じていた

だけるように一層努力いたします。 

3 土曜日に家庭訪問があると幸いです。小学部低

学年にも宿泊学習を取り入れてほしい。 

教員の勤務の関係で土日の家庭訪問は難しいですが、可能な範

囲で曜日等のご相談には応じたいと思います。 

宿泊学習については、小中高のつながりの中で、段階を追って

進めています。低学年でも、宿泊に向けての準備学習（お風呂

指導に向けての乾布摩擦など）を積極的に行っています。 

4 学校の集まりが多すぎる。保護者会や学校公開

など、回数が多すぎて負担。（小低） 

ぜひ、ご都合のつく日程でご参加ください。 

5 希望として、先生の数を増やしてほしいです。

クラスにもよると思いますが、２人に一人は先

生が必要なクラスもあると思います。（小低） 

教員の人数は、学級数によって決まっておりますので、学校独

自に教員を増やすことができません。できるだけ充実した指導

ができるように学級編制等を工夫するなどしています。 

6 先生たちは重度・重複学級の子たちはできない

という目線で、初めからいるような気がしま

す。自閉症の子は特に、情緒の面やできること

できないことの差が大きいのが特性でもある

ので、そこはちゃんと見極めて自立活動や特別

活動（調理など）を行ってほしいと思います。

（小高） 

小学部では、一人一人に応じてきめ細かく課題設定し、指導を

行っておりますが、さらに専門性の向上に努め、よりよい指導

につなげたいと思います。指導してほしい内容等、ご希望があ

りましたら、遠慮なく担任までお伝えください。 

7 校長先生のお話し（学校のおたより）を通じて、

保護者や園の方たちに専門知識を与えて生活

を向上させてください。（小高） 

御意見ありがとうございます。学校便りだけでなく、進路指導

便りにも子供たちが自立していく上で必要なことに関する記事

を載せています。ぜひお読みください。また、各学部の保護者

会等でもお話をさせていただいています。具体的に「このよう

なことについて知りたい」ということをお知らせいただければ

ありがたいです。 

8 専門的な分野でのアドバイスや助言がもっと

身近な形でいただけたらありがたいと感じて

います。（小高） 

連絡帳や、個別指導計画、面談、参観等を通じ、できるだけお

伝えしていますが、この点をもっと聞きたい、知りたい等があ

りましたら、遠慮なくお知らせください。担任以外にも、主任、

コーディネーター等が対応したり、療育相談、外部専門員等に

つなげたりできることもあります。 

9 小学部から中学部に移るにあたり、小学部の先

生が 1人でも中学部に来てくれないと引き継

ぎがうまくいかないと思いました。生徒は慣れ

ないことが多い上に新しい先生ばかりでわか

らないことだらけで、全く先生と意思疎通がで

きない状態だと思います。（中） 

ご不安な点がなくなるよう、ご意見をしっかりととらえ教員相

互で情報交換も密に行いながら、日々教育活動を進めていきた

いと思います。具体的にご心配なことがあればお知らせくださ

い。 
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10 先生方の挨拶がない。学校ですれちがっても無

視されることが多い。進路の先生が将来進路の

問題にとても大切なのは挨拶ができることと

いつもおっしゃるが、肝心の先生方ができてい

ないのではと思うことが多い。 

普通に社会人として大人と大人の会話ができ

ていない先生が増えていると思う。（高） 

教職員にもこの御意見を周知し、社会人として児童・生徒の見

本になるよう、努めてまいります。また、教員のビジネスマナ

ー研修などを通して教育公務員としての資質を向上させていき

たいと考えております。 

11 今あらためて進路に向けて実習などに取り組

んでいるが、その時に必要な力は、学習面より

も身辺自立であることが多い。進路の先生も小

から身につけていく力として再三私たち親に

訴えているが、小の時から一生けんめい取り組

んできた。高になったとたん身辺自立について

は全くみてくれない。そのため習慣化していた

こともできなくなったことがたくさんある。進

路のための力＝身辺自立についても徹底して

取り組んでほしい。（高） 

ご意見ありがとうございます。本校は小中高の３つの学部のあ

る学校ですので、１２年間の学習の積み上げをして、将来必要

な力を身に付けていけるところが大きな強みとなります。その

強みとなる部分が、十分に機能していないというご意見を真摯

に受け止め、生徒一人一人の自立と社会参加に必要となる力が

身に付けられるよう、身辺自立についてもしっかり取り組んで

まいります。 

12 ゆとり教育の反省で、学校は休みを減らして勉

強する日を増やしています。その全体の流れに

七特はどのように対応していますか。特別な支

援が必要な対象児であるからこそ、日中活動の

場を提供すべきです。振替休日（土曜日授業な

ど）を必ずしなくても良いと思います。また、

土曜日も月１回くらい授業をするようにする

など、他の学校のやっていることを七特もやる

べきだと思います。サービスの質を向上させる

時代に入っていると思います。（小高生徒担当

職員） 

本校は都立学校ですので、東京都から示される「都立特別支援

学校教育課程編成の基本方針」を踏まえ、全都的な一定の教育

水準を確保しつつ、教育課程の編成を行っています。児童・生

徒の障害の状態及び発達の段階や特性等、並びに地域や学校の

実態に即して、創意工夫を加えてよりよい教育を実施できるよ

うに努めてまいります。 

13 教職員の方に電話で、担当職員が休みの時「ま

た今日も休みですか」と数回不満の声をいただ

きました。寮職員は、土日祝も仕事をしていま

す。お互い仕事をしているので、ご理解いただ

けたら幸いです。（高生徒担当職員） 

不用意な言葉で、不愉快な思いをさせてしまい申し訳ありませ

ん。お互いの勤務のことなどを理解しあって協力体制を作って

いきたいと思います。 

1 来年度９月に仮設校舎へ移転になります。児

童・生徒へのメンタルケアは大丈夫でしょう

か。（ＰＴＡ会長） 

現在の教育活動の中でも、メンタルケアの必要な場面が多々あ

ります。移転に際しても同様に、一人一人の様子をよく見て、

その子供に必要な支援をしていきます。仮校舎移転に伴い、年

度当初から移転の情報を児童・生徒の実態に合わせ、全校、学

部、学年、学級等で伝達し、少しでも見通しがもてるように努

めてまいります。 

2 福祉園のお子さんのために本校はあるのかと

入学してから９年間感じる事も、そのような話

をする方が数々います。（ＰＴＡ会長） 

そのように感じさせてしまい、申し訳ありません。具体的にど

のようなことからお感じになったのかをお聞かせいただければ

と思います。 

今後も、本校に在籍するすべての児童・生徒の成長を願って教

育活動を展開してまいります。 

3 学校用の防災マニュアルがあると聞きました。

保護者へは見せていただけないのでしょう

か？保護者控室においておけば保護者の方も

見ることができますので、お考えください。（Ｐ

ＴＡ会長） 

危機管理マニュアルを経営企画室に置き、受付を通して保護者

の方も確認できるようにします。（危機管理マニュアルには建物

の詳細が記載されていますので、設置場所が限られてしまいま

す。） 
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Ⅱ 「学校評価地域アンケート」【交流校】 

１ 評価対象及び学校評価アンケート回収率 

対象施設  回収率（％） [ ]は、前年度 

就学前施設 ６１．１ [ ５６．３] 

小学校 ７６．５ [ ７６．５] 

中学校 ３７．５ [ ６２．５] 

高等学校 １００．０ [１００．０] 

放課後施設 ５９．１ [ ３７．５] 

その他関係機関 ９０．０ [１００．０] 

全 体 ６５．０ [ ５７．６] 

 

２ 集計方法 

 「連携は未実施または該当しない」の回答があった機関を未連携・未実施機関、「大変成果があった」「ま

あまあ成果があった」「成果はなかった」「成果はわからない」の回答があった機関を、連携・実施機関とし

た。 

     項目相互の比較・検討は、評価基準を点数化し「大変成果があった」「まあまあ成果があった」を肯定的な

評価、「成果はなかった」「成果はわからない」を否定的な評価と捉え、評価別割合にて行った。      

                                          

３ 分析・考察    

     はじめに、連携または実施の有無についての分析を行った。 

    次に、連携または実施した機関が、その内容についてどの程度成果として肯定的に捉えたかの分析を行った。 

【機関ごとの項目の連携・実施状況】 

・回答のあった小学校で、「情報提供」「副籍交流」の項目は８０％、「研修会」については６９％を超えた連携・

実施があった。その他の項目は３０％～４６％の実施に留まった。 

・回答のあった中学校で、「情報提供」は１００％、「研修会」「学校間交流」の項目で６６％の連携・実施があ

り、その他の項目は３３％の結果であった。 

・回答のあった高等学校で、「情報提供」は１００％、「研修会」「日野市への協力」「学校間交流」の項目で６

６％の連携・実施があり、他は３３％の実施、「出前授業」についての実施はなかった。 

・回答のあった就学前施設では、一番高い連携・実施項目が「研修」で３６％であった。 

・回答のあった放課後活動施設では、一番高い連携・実施項目が「情報提供」と「巡回・電話相談」で５８％

であり、「日野市への協力」が１９％、他は約１０％であった。 

・「出前授業」の連携・実施の数値が昨年度１００％であった小学校が、今年度実施回数は変わらないのに数値

では１０％未満で返答が来ている。原因は不明。中学校が６０％から３０％へ減少したのは昨年度４校への

実施が今年度２校になったためと思われる。その他、就学前施設や放課後活動施設に対し、今年度初めて「出

前授業」を行ったが、「実施」の回答への数値には表れず、「実施した機関の満足度」の方に数値と感想が表

れている。 

 【連携・実施した機関の満足度】 

  「情報提供」   昨年度、就学前施設の肯定的な評価は７５％に留まったものの、今年度はその関係機関、学

校種とも１００％の肯定的な評価を得た。研修会や各行事のお知らせなどを、公立の場合は

市教委（又は市役所）と連携して配布できたことの効果が上がっているものと思われる。私

立には郵送しているが、密な連携とはいえない部分もある。     

 

  「本校主催研修」 就学前施設、高等学校では、連携・実施は３０％～４５％程度と少ないが、成果として 

１００％の肯定的な評価を得た。肯定的な評価は昨年度の６０％から１００％に上がった。  

 

  「出前授業・障害理解啓発活動等」 小学校では８５％、中学校その他の機関では１００％の肯定的な評価を得
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た。今年度初めての取組みとして、保育園や学童クラブで障害理解啓発出前授業を行い、

実施機関からは２件とも１００％の肯定的な評価が得られた。高等学校では未実施。 

 

「副籍交流」   対象となるのは小学校、中学校のみである。小学校では９０％、中学校では１００％の肯定

的な評価を得た。本校保護者の学校評価アンケート「副籍制度に基づく交流活動の充実」で

は、肯定的な評価は８４％であった。ただし、個別の意見として、「交流内容の充実」が難し

い」という記述があり、相互理解の不足や打合せの工夫など今後の課題もあがった。 

 【センター校としての機関との連携・成果】 

   小学校、中学校は、昨年同様に１００％の評価を得た。その他の機関では１００％、放課後活動施設では 

９０％の高い肯定的な評価を得た。特に、昨年度５０％の肯定的評価であった高等学校と、就学前施設につい

ては、それぞれの機関との連携を密に行うことで、両機関とも１００％に伸ばした。本校教職員の学校評価ア

ンケート「特別支援教育センター校としての近隣高等学校との連携」では、昨年度より肯定的な評価が１０％

上昇し、９７％であった。 

【まとめ及び今後の方向性】 ○：高い評価を得たもの △：継続課題となるもの ★改善が必要なもの 

○回答のあった市内７６％の小学校と市内３７％の中学校においては、センター校としての取組みが何らかの形

でなされ、連携した学校については高い評価をいただいた。また、今年度は市内の高等学校からの申し出で、

障害のある生徒の授業評価の在り方について助言を求められ、協力することができた。そのため、初めて連携

した学校からは高い評価をいただいた。 

○小・中・高とも研修会への参加については毎回評価が高い。 

△高等学校からの回答で「日野市地域行事への取組」が５０％の評価なのは、日野市の取組みで、「高等学校との

連携について」をテーマに２年間計画で話し合いを行っているところで継続中であるためと思われる。 

○就学前施設、放課後活動施設とは今年度は児童・生徒の対応についての共通理解を図るために、関係者会議を

もった機関が今年度は増え、そこからは高い評価をいただいた。 

★「巡回・電話・訪問相談」で、中学校で連携・実施があるのに評価の数値が０となっているのは、アンケート

回収日まで相談の結果が出ていなかったためであり、１月現在は相談結果に満足している旨、連絡をいただい

た。また、小学校、中学校ともに「巡回・電話・訪問相談」の連携・実施の回数が減少したのは、日野市発達・

教育支援センターの巡回チームの機能充実があり、特別支援学校に相談申込が少ないこと、特別支援学級担任

研修会で授業の助言に関わっているが、数値として出ていないことが挙げられる。 

★地域のセンター校として何ができるかなどの発信の仕方に工夫が必要と思われる。研修会や助言についての 

申込の仕方の様式を作るなど工夫が必要と考える。関係機関のニーズに応じた地域支援を行い、十分な連 

携が図れるよう、地域のセンター校としての充実を図っていく。 

【本校との連携の在り方】について出された主なご意見 

・今年度初めて障害理解教育に関する出前授業を行っていただきました。園児だけでなく、後日教職員への研修

として、この題材を取り上げさせて頂きました。保育園は障害児保育を行っていますので、とても勉強になり

ました。ありがとうございました。（保育園） 

・これからも充実した副籍交流となることを願っております。また、今後については、定期的な巡回相談や障害

理解啓発の教員向け研修などを実施していけることを願っております。（小学校校長） 

  ・副籍交流のあり方について再考してほしい。（詳細不明。小学校） 

・来年は合理的配慮について、研修を持ちたいと考えております。教員の派遣や授業研究に参加させて頂ければ

と思っています。（中学校） 

・本校の個別の教育支援計画へのご指導及びご助言が大変有り難く、感謝しております。（高等学校） 

・今年度在籍した児童について日々の迷いや不安を抱えておりました。学校の先生が電話や訪問で３回も相談に

応じてくださり、様々な悩みに応えてくださいました。感謝申し上げます。（学童クラブ） 

・年に１度の「遊友ランド」を先生方と一緒に取り組めるのは貴重な機会ですので、ぜひ続けてほしいです。学 

   生ボランティアへのレクチャーも毎回好評なので今後もよろしくお願いします。（日野市少年学級） 

・夏の研修会で今年度は共催という形にさせて頂き、日野市の教員が多数参加させていただき、感謝しています。

（日野市教育センター） 
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Ⅲ 「学校評価地域アンケート」【進路先】  ※今年度初めて事業所へのアンケートを実施 

１ 評価対象及び学校評価アンケート回収率 

評価対象 回収率（％） 

今年度、現場実習・インターンシップを実施した事業所  ６５．０ 

卒業後、３年までの進路先事業所  ７２．７ 

関係機関（日野市福祉課・相談支援事業所・移行支援事業所） １００．０ 

合  計  ７２．９ 

 

２ 集計方法 

     項目相互の比較・検討がしやすいように、評価基準を点数化し、「適切である」「だいたい適切である」を

肯定的な評価、「適切でなかった」「わからない」を否定的な評価と捉え、評価別割合にて比較・検討を行っ

た。     

                                          

３ 分析・考察    

【現場実習・インターンシップについて】 

     全項目９４％と概ね高い評価を得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高等部卒業時の移行支援・アフターケアについて】 

   ４項目中３項目で９２％以上と概ね高い評価を得た。「アフターケアの時期や回数」については８８％と他

項目よりやや低めの評価であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目１  よりよい「自立と社会参加」を実現するため、現場実習やインターンシップの受け入れを

お願いしています。本校の対応についてお答えください。 

 

項目２  高等部卒業後、新たな社会生活をできるだけ不安なくスタートできるように、個別移行支

援計画を作成し、関係機関との連携を図るとともに、卒業後３年間、アフターケアの訪問を

行い、定着支援や課題の対応を行っています。本校の対応についてお答えください。 
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【卒業までに付けておくべき力について】 

「項目３：本校の生徒に、卒業までに付けておいてほしい力は何ですか」に対する回答を、「本校のキャリ

ア教育推進の６つの柱」にあてはめ整理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ及び今後に向けて】 

アンケートでは概ね高い評価をいただいた。今後も各事業所と十分な連携を図り、生徒のよりよい自立と社

会参加の実現のために努めていく。アフターケアについては、時期や回数、さらに在学中の担任による対応が

できないことに対してご意見をいただいた。校内での引継ぎやアフターケアのよりよい実施について検討し、

卒業生の定着指導にあたれるように努めていく。 

 今回アンケートを行うことで、卒業までにどのような力を付けておくべきか、各事業所から貴重なご意見を

いただくことができた。これらを、本校の推進するキャリア教育の６つの柱の観点で整理し、本校の教育に反

映させるとともに、児童・生徒の個別の指導に生かしていく。 

本校のキャリア教育推進の
６つの柱

アンケートで回答のあった内容 企　業 福祉事業所

活動できる体力 1 4

健康管理 1

身のまわりのことができる（身辺自立） 3 1

安全（に不安が無いな行動） 1

手洗い・うがい 1

通所習慣を持つ 1

身だしなみ 1 1

生活リズムが整っている 1

あいさつ・返事がしっかりできる 3 3

「笑顔」 1

コミュニケーション力（人と関わる力） 4 2

協調性（他者・周りを意識できる） 5

課題を改善する力 1

集中力・持続力 1 1

社会人としてのスキル 1

生活する力（多様な体験・経験） 1

ルールやマナーを含めた社会スキル 1

働くイメージ・働く意欲・意義・目的
（給料で○○をする等）を持つ

2 5

連絡・相談ができる 2

持ち味や得意なところを伸ばす 1

自立に向けた意識 1

家族からの適切な支援 1

自力対処だけでなく、周囲を頼る力 1

就労への目的意識 1

社会人になる意識 1

言われなくてもやること 1

ラジオ体操が正しくできる 1

自分から相談・発信する力 1

⑦その他

①健康な心と体

②基本的な生活習慣

（　複数回答　）

③気持ちを伝え、相手
のことも受け止めて行動

④自分の役割を果たす

⑤楽しみや趣味をもち、余暇
を楽しむ

⑥主体的に行動、様々な活
動にチャレンジ


