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平成２９年度学校評価アンケートのまとめ 

 

今年度も、昨年度同様に多くの皆様にご協力をいただき、「学校評価アンケート」と「学校評価地域アンケート【進

路先】」「学校評価地域アンケート【交流校等】」を実施し、評価をいただきました。そのまとめをご報告いたします。 

 

 

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 

 

２ 評価項目  ３６項目（昨年度と項目数、内容は同じ。）  

 アンケート記入の際の参考資料（昨年度からの変更箇所には網掛け）を添付。  

 

３ 平成２９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 100.0    [89.4] 50.0    [50.0] 100.0   [100.0] 100.0   [100.0] 

中学部 92.5    [74.4] 44.4    [61.5] 100.0   [100.0] 100.0   [100.0] 

高等部 90.0    [92.3] 61.1    [63.2] 100.0   [100.0] 100.0   [100.0] 

全 体 94.5    [86.6] 53.7    [58.0] 100.0   [100.0] 100.0   [100.0] 

 

４ 評価基準   Ａ：そう思う Ｂ：だいたいそう思う Ｃ：あまりそう思わない Ｄ：思わない、ちがう   

Z：わからない とする。 

 

５ 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、「Ａ：そう思う」「Ｂ：だいたいそう思う」を 

肯定的な評価、「Ｃ：あまりそう思わない」「Ｄ：思わない、ちがう」を否定的な評価と捉え、評価別割合の 

比較・検討を行った。   

                                         

６ 分析・考察    

＜全体の様相 ＞ 

 ・回収率が昨年度より上がり、全体で９４．５％となった。（小学部が１０．６％増、中学部が１８．１％増） 

  ・項目評価（保護者３６項目、福祉園職員３３項目、教職員３６項目） 

昨年度より評価の上がった項目    … 保護者２３項目、福祉園職員２１項目、教職員１８項目 

昨年度より評価の下がった項目    … 保護者１３項目、福祉園職員１２項目、教職員１５項目 

８５％以上の肯定的な評価を得た項目 … 保護者２５項目、福祉園職員３３項目、教職員３２項目 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

保護者・福祉園職員・教職員 ともに 評価が上がった項目 

・「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」 

・「児童・生徒の人権に配慮した教育」 

・「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」 

・「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」 

・「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（高等部のみ回答）」 

・「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」 

・「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」 
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☆★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜領域別様相 ＞ 

 

【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、５項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

・○「項目５：教材や教え方を工夫したわかりやすい授業」では、保護者からの評価が昨年度より６．１％上昇

した。 

  

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 

 

 

 

 

保護者・福祉園職員・教職員 どちらかで ５％以上評価が下がり、今後の課題となる項目 

・「まちコミメール等による、緊急時の連絡方法」 

・「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）の充実」 

・「特別支援教育センター校としての近隣保育所・幼稚園・小学校・中学校との連携や協力関係の充実」 

・「就学奨励費、学校徴収金等の経理等の手続きの説明」 

・「わかりやすい学校経営計画」 

・「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のわかりやすい提示」 

・「親切・丁寧な受付や電話の対応」 

○：肯定的な評価が昨年度より５％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５％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 

 

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。 

★ 
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・★「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者と

も上昇はしたが、保護者・教職員とも７０パーセント台と評価は低く、継続課題となった。 

 

＜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。 

 

                                 

  ご意見・ご質問 等 回   答 

1 小学部でアセスメントを受けましたが、その

後の機会はないのですか。今の実力を知った

うえで個別指導計画を立てていただきたいで

す。（中） 

外部専門員によるアセスメントは小１、中１、高１で実施して

います。アセスメント実施については入学説明会や全校保護者

会にてご説明しております。アセスメントの結果も参考にしな

がら担任は個別指導計画案を作成しています。ご家庭からも個

別の相談等の際に、ご意見・ご質問等、遠慮なくお願いします。 

2 掃除の仕方や衣類の調節等も指導してほしい

です。（小低担当職員） 

掃除や服装等についても個別指導計画に取り入れていますの

で、ご意見・ご希望等がありましたら、お知らせください。 

3 年間指導計画で配布漏れや、水泳健康観察カ

ードで、学校チェックがされてないことがあ

りました。（高） 

書類や確認漏れがありましたこと、大変申し訳ありませんでし

た。このようなことがないように複数による確認を今後もより

徹底していきます。 

4 「スムーズな移行への配慮」が不十分だとよ

く聞き不安です。（小高） 

引継ぎが行われていなかったので、再度、説

明に時間がかかりました。（中） 

学部間への移行は、保護者にとっては不安も

あると思われます。小→中→高への引継ぎ、

特に小→中への指導内容だけではなく、保護

者の子どもに対する思い、担任とのやり取り

などの情報も、しっかり引継ぐ必要がありま

す。（協議委員） 

今年度より学部が変わる進学時の引継ぎを２回にしました。学

年が変わる際にも引継ぎは行ってきてはおりますが、より引継

ぎ内容や引継ぎ方法の工夫・充実を図ります。 

また、家庭・寮訪問や個別面談の際には、引き継いだ内容等に

ついて、ご家庭や寮担当の方と共有を図っていきます。 

5 「スムーズな移行」についてはこれからです

が、中学部の作業班はどのようにきまるので

しょうか、（小高） 

中学部の作業班は、本人の関心・意欲・適正・課題等を考慮し

て決定します。 

6 得意科目が伸ばせるように宿題のレベルを少

しずつ上げていく等、対応していただけると

嬉しいです。（中） 

継続して取り組める課題や得意な学習科目を

宿題等でも、おぎないながらやってほしいで

す。（高） 

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。宿題の内容や数量については、本人・ご家庭・

寮と共通理解図りながら、進めていきたいと思います。 

 

7 全く使用されていないと思われる教科書があ

ります。（小低担当職員） 

使えない教科書は渡されてももったいないで

す。（中） 

教科書は学習内容や児童・生徒に合わせて使用しています。次

年度の教科書を採択する際には活用度を確認しています。無償

給与が保障されたものでもあり、今後も活用していきます。 

8 教材について、学部別整理の状況が他学部に

も伝わるとよいです。（協議委員） 

 

※協議委員＝学校運営連絡協議会協議委員 

教材のデータ等については、パソコンの共有フォルダにおいて

周知、共有を図っております。具体物の教材については、各学

部別の教材室にて、共有を図っております。個々の教材につい

ては、よりスムーズな引継ぎ、活用ができるように情報交換の

方法を工夫していきます。 
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【 生活指導  】 

☆ 

☆ 

9 「キャリア教育指導の視点」を見ましても、

現時点で子供がどのようにしていただいてい

るのかが分かりにくいです。（高） 

あらゆる学習場面において「キャリア教育指導の視点」に基づ

いた内容、ねらいを取り入れています。「キャリア教育指導の視

点」の見方、使い方をより丁寧に説明しながら、面談の際のツ

ールとして活用していきます。 

 

 

 

 

肯定的なご意見・ご感想 

・一人一人への対応や声掛けも違い、子供にあったやり方で対応をしてくださり、よかったです。（小低） 

・面談や連絡帳での先生方とのやりとりの中で、その時の課題に応じた指導や宿題を用意していただいていて、きめ

細かく見てくださっていることに、いつも感謝しています。（小高） 

・毎年学部移行がスムーズではないとされていましたが、特に問題はなかったと思います。（中） 

・高等部になってから不安なことが減ったように思います。（高） 

・参観授業の折、教材の工夫の仕方に感心しております。大きくわかり易い絵などはとても効果的と思います。（協

議委員） 

 

 

【生活指導について】 

 

 

 

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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・保護者では６項目中３項目、福祉園職員では４項目中４項目、教職員では６項目中６項目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、保護者からの評価が昨年度よ

り７．８パーセント上昇した。 

・○「項目５：スクールバスの安全運行、車中事故防止の徹底」では、教職員からの評価が昨年度より６．３％

上昇した。 

・●「項目６：まちコミメール等による、緊急時の連絡方法」では、保護者からの評価が昨年度より７．１％下

がってしまった。 

 

＜改善策＞ 様々な状況における緊急時の連絡方法について、検討、整理を進める。 

 

 

  ご意見・ご質問 等 回   答 

1 保護者会の際に、他学年の教員が、廊下で生

徒に言っている大きな声が聞こえてびっくり

しました。（小低） 

一部の教員が生徒に感情的に接している場面

を目にし、耳にすることがあり、不安がよぎ

ることがあります。（中） 

保護者からの人権に関わる意見はしっかり受

けとめていきたいものです。（協議委員） 

児童・生徒の特性の理解、状況の判断を的確に判断して、児童・

生徒が理解しやすく、安心して受け止めやすい指導の仕方に留

意していきます。人権に関わる研修を今後も実施して、研修に

基づいた指導を行います。 

また、ご家庭・寮・その他からのご意見を受け止め、的確、迅

速に対応していきます。 

2 教員は指導においては専門家であると認識し

ています。本人が一番に習得しなくてはなら

ないことが何であるか、時には保護者に対し

てもアドバイスをいただきたい。（中） 

障害特性、思春期特性を理解して指導できて

いるのか疑問に感じることがあります。（中） 

校内外での研修会のほかに、日々の授業計画、準備、実施、反

省等のOJT（研修）を通しながら、専門性の向上に努めており

ます。細やかな観察と適切な課題把握による助言等とともに、

連絡帳等による、ご家庭・寮とのやり取りを大切にしていきま

す。 

3 スクールバスの添乗員の障害への理解をもっ

と深めてほしいです。（小低） 

スクールバスの中、乗降の際の添乗員さんの

言動についてもチェックが必要かと思いま

す。（協議委員） 

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実施し、資質向上に努めております。

定例の「バス会議」だけではなく、随時対応いたしますので、

気付いたことがありましたら連絡帳等を通してお子様の担任や

スクールバス担当にお伝えください。 

4 災害時にスクールバス担当が乗車することは

あるのでしょうか。（高） 

災害時等のスクールバス担当教員等の乗車については、児童・

生徒の安全を第一として、危機管理委員会を開いて判断してい

ます。通常においても乗車中の児童・生徒の様子や課題把握の

ために担任やスクールバス担当が乗車することはあります。 

5 時間や費用からスクールバス運行をお願いす

る会社を学校の近くにできないでしょうか。 

（中） 

スクールバス会社との契約は、学校独自ではなく、東京都教育

委員会が行っております。 

6 台風や積雪時、大幅にスクールバスが遅れる

ことがありますので、まちコミメールでどこ

のスクールバスがどういう原因で、どのくら

い遅れているなどの状況が早めにわかると助

かります。（小低）（中）（高） 

10月の台風の際には、スクールバスの運行に支障が生じ、スク

ールバス利用児童・生徒、並びに保護者の方々には大変ご迷惑

をおかけしました。運行状況の把握や、把握内容の連絡方法に

ついての課題や対応方法を整理して、より安全・安心な対応を

検討していきます。 

7 まちコミメールの登録を変更したのですが、

その後の連絡メールが送信されてきませんで

した。担任には、そのことは伝えました。（中） 

年度当初に実施します「まちコミメール配信訓練」の結果に応

じて、確認の連絡をより迅速、丁寧に行っていきます。 
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肯定的なご意見・ご感想 

・一人通学が出来、とても感謝しています。（小高担当職員） 

・まちコミメールにて細かい連絡をいつもありがとうございます。（小高） 

・時々スクールバスに先生が乗っているのを見て、いろいろなかたちで動いているのを拝見させていただいています。

（中） 

・入学して最初の頃、気持ちが不安定なことがあり、担任の先生が心理的にケアをしてくださり・・・本人も落ち着

き、症状がよくなり学校生活にも安定した態度で過ごせているようです。（高） 

 

 

【進路指導について】 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・○「項目１：卒業後を見通した進路指導、職業教育の充実」では、福祉園職員からの評価が６．５％上昇した。 

・○「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１

３．８％と大きく上昇、福祉園職員からの評価も５．７％上昇の評価を得ることができた。 

 

＜改善策＞ 項目４においても保護者から９０％以上の評価を得ることができるように、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。 

 

 

  ご意見・ご質問 等 回   答 

1 担任の先生には十分対応してもらっています

が、担任の先生にだけとなると申し訳なくて、

すべてが言えません。（中） 

本校には、校内外の相談機能をもつ「保健室」「進路相談室」「相

談支援室」による総合支援組織（サンルーム）があります。担

任に伝えにくい場合は、学年主任、学部主任のほかに、サンル

ーム構成メンバーの養護教諭、進路主任、コーディネーター等

にもご相談ください。 

90.4  

95.7  

95.2  

89.5  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1

2

3

4

【 進路指導  】 

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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88.4  

91.4  

91.9  
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【 特別活動  】 

97.9  

99.0  

96.7  
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【 特別活動  】 

88.6  

93.3  

95.7  

90.6  
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【 特別活動  】 

★ 

2 進路について否定的な言い方をされました。

（高） 

お子様の特性、実態、課題等についてより丁寧に意見・情報交

換に努めます。 

3 パソコン検定は毎年いつ頃やるのですか。

（高） 

検定は子供の力が社会的に認証されるといっ

た最高のモチベーションです。（協議委員） 

検定の時期は「年間指導計画」にて、お知らせします。 

4 個別での進路先の見学、体験がもう少しスム

ーズに気軽にできるようにしてほしいです。

（高） 

進路先見学・体験については、見学先のご事情・ご都合があり

ますので、本校の進路担当が調整をさせていただいております。

ご希望・ご相談がありましたら担任、進路担当にお知らせくだ

さい。 

5 中学部の進路指導がしっかりしていれば、全

校の進路が輝きます。本校の中学部の取り組

みは、先進的モデルです。関係機関との役割

連携についての情報を伝えてほしいです。（協

議委員） 

「進路だより」や全校、学部、学年保護者会等でお伝えしてい

きます。 

肯定的なご意見・ご感想 

・生活支援シートにのっとって、少しずつできることが増えてきていると思います。進路のことはまだまだ先ですが、

先のことが分かることは、不安も解消されてとてもありがたいです。（小低） 

・「進路だより」のQ＆A形式がわかりやすいです。（高） 

・子供が企業や事業所の見学をして、勉強になったようです。（高） 

・子供の特性をよく理解していただき、適切なアドバイスもいただき、不安なく実習することが出来ました。（高） 

 

 

【特別活動について】 

 

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 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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・４項目中、保護者では２項目、福祉園職員では４項目、教職員では３項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

・○★「項目４：部活動の充実により生徒が自信をもって生活できている（高等部のみの回答）」では、保護者か

らの評価が６．３％、福祉園職員からの評価が８．６％、教職員からの評価が５．８％と上昇の評価を得るこ

とができた。しかし、保護者からの評価は８０％台には届かず、継続課題となった。 

 

  ＜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は大きい。安全を第一として、様々な 

状況に応じて、できる限り活動ができるように努める。 

 

 

 ご意見・ご質問 等 回   答 

1 以前は小３で学校に泊まる宿泊学習があった

と聞きましたが、仮設校舎期間はないのでし

ょうか。（小低） 

中１・２年の宿泊学習は充実した内容で、本

人にも成長が見られました。できればもう少

しあたたかい時期にしていただけると安心で

す。（中） 

宿泊学習については小学部から高等部までの１２年間の教育活

動を考慮して、本校は小学部４年生から高等部２年生まで実施

しています。時期については、校内（小・中・高等部）と宿泊

先の予約調整の関係で寒い時期になってしまう学年はありま

す。場所、時期を考慮しながら活動内容を考慮しております。 

なお、仮設校舎には「生活訓練室」はありません。仮設校舎で

は高１の宿泊防災訓練のみの実施です。 

2 遠足や宿泊、校外学習の様子が親には分かり

にくいので、報告会などがあってもよいと思

う。（中） 

大会やイベントの前に「○○があります（参

加します）」と教えてもらえるといいです。

（高） 

行事等の事前連絡や授業や行事の報告等については、学年だよ

りや学校だより、HP、保護者会等でお伝えしておりますが、内

容や記述方法等が分かりやすいように、より工夫を図ります。 

3 夏休み中のイベントがなくなり、さみしいで

す。帰宅できない児童達も楽しめるよう、考

えてもらいたいです。（小低担当職員） 

夏季休業中の水泳指導、開放プールは仮設校舎にはプールがな

いために実施できません。七生福祉園のプールは福祉園が使用

しない６月と９月をお借りしています。 

高等部では、夏季休業中に活動している部活動はあります。 

4 小低、小中、小高、中、高と交流のねらいが

発達段階によって異なっていると思いますが

どのように配慮されているのでしょうか。（協

議委員） 

 

小学部の段階では、両校にて発達段階について話し合ってから

行っています。 

小低の交流では司会進行は教員ですが、小中・小高・中・高は

児童・生徒が中心に行います。高等部では企画・運営は生徒会

が中心になって行っています。児童・生徒の自発的な考え、行

動を大切にしています。 

5 放課後の活動など、小学部でも取り入れてほ

しいと思います。（小低） 

中学部も部活動があればよいと思う。（中） 

 

本校は、高等部から部活動を行っております。現在、高等部の

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。中学部では、中３の進路準備学習として高等部の部

活動見学・体験を行っております。 

肯定的なご意見・ご感想 

・運動会も今年は体育館ということで心配はありましたが、子供が雰囲気を楽しめるようにいろいろ工夫されていて、

子供も楽しめてよかったです。遠足や校外学習があり、社会生活を学べる環境があることは親子共々とても嬉しい

です。（小低） 

・遠足では、学年に合わせた目標を設定して、いろいろと体験をさせていただいて感謝しております。（小高） 

・行事が多すぎず、少なすぎず、楽しく学校生活を過ごせてありがたいです。（小高担当職員） 

・部活動には意欲的で、先輩方と交流をもて、やりがいをもって行えているようです。（高） 
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92.2  

98.9  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1

2

【健康づくり 】 

【健康づくりについて】 

 

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 

 

 

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

が、保護者評価は項目１では２．１％、項目２では０．３％、昨年度よりも下がってしまった。 

 

＜改善策＞ 活動場所を確保する。限られたスペースを有効活用して、体力向上の取り組みの工夫を図る。 

 

 

  ご意見・ご質問 等 回   答 

1 仮設校舎になったせいもあると思いますが、

特に雨の体育をもう少し広いスペースでわか

りやすく行えるとよいです。（中） 

屋内の体育の場所としては、仮設校舎のほかに、七生緑小体育

館（小低、高２）、夢が丘小体育館（小高、高１）、日野三中（中、

高３）、ふれあいホール（高）、福祉園つばきホール（小、中）、

福祉園かえでホール（高）を借用しています。 

2 外での活動を充実してほしいです。（小低担当

職員） 

屋外では福祉園のグラウンド（仮設校舎隣）、福祉園のテニスコ

ートを借用しています。体育のほかにも校外歩行等、気候・天

候に合わせながら校外活動を行っています。 

3 基礎体力作りはとても重要と思います。将来

において運動不足になって、老化が進んだり

しないように、ご指導ください。（協議委員） 

体育で使用する場所以外でも、安全を配慮しながら、廊下や階

段、エレベーター前のスペース等を利用して体力づくりの取り

組みを行っております。今後も時間、場所、内容の工夫を図り、

基礎体力の向上に努めます。 

4 学校給食が安全においしく提供されているか

を保護者が知るために、ホームページなどで

日々の給食の写真をのせるなど工夫してほし

いです。（小低） 

食材、調理方法等、細心の注意を払い、毎日の給食を提供して

おります。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ため給食だよりと献立

表でお伝えしています。給食だより・献立表をご覧いただき、気

になることがありましたら、お知らせください。また、試食会

も是非、ご利用ください。 

5 食材によって摂食指導の必要な児童にとって

は、固すぎて食べられないものが多いようで

す。めずらしい料理よりは食べやすくなじみ

のあるものの方がよいです。（小高） 

食形態については、中期・後期食の対応が可能です。必要と思

われた場合は、担任にご相談ください。 

献立については、季節や郷土料理、オリンピック・パラリンピ

ック等に関連した国際メニュー等も取り入れています。 

6 給食が冷たく、おいしくないと言っています。

自校式ですか。（高）  

給食は、仮設校舎でも自校式です。安全・安心に、時間通りに

各教室に届けるように努めています。保温については状況確認

のうえ、検討を行ってみます。 

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。 
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【 健康づくり  】 
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【 健康づくり  】 
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【 広報・地域交流  】 
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【 広報・地域交流  】 
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【 広報・地域交流  】 

肯定的なご意見・ご感想 

・給食のおかげで食べることが楽しみになってきました。食べようとしなかったもの、食べられなかったものも、た

くさん食べられるようになりました。食べ物に興味をもつようになりました。好き嫌いが減りました。朝から楽し

みにしています。（小低）（小高） 

・試食会に行きましたが、とてもおいしかったです。（小低） 

・給食はいつも出来立てを提供していただき、ありがたいと思います。（小低担当職員） 

・アレルギーへの細やかな対応をいつもありがとうございます。（中） 

 

 

【広報・地域交流について】 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護者では５項目中１項目、福祉園職員では４項目中４項目、教職員では５項目中５項目で９０％以上の肯定

的な評価を得た。 

・○一昨年度、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、福祉園職員の評価が５．１％上昇した。 

・●「項目４：特別支援教育センター校としての近隣保育所・幼稚園・小学校・中学校との連携や協力関係の充

実」では、福祉園職員の評価が５．５％下がった。 

・★保護者評価は５項目中４項目が７０％台にとどまり、継続課題となった。 

 

＜改善策＞ 内容としては充実してきていると評価をいただけるようになってきたので、その伝え方を工夫して

いく。 

 

 

 

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。 

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。 

★ 

★ 

★ 

★ 
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  ご意見・ご質問 等 回   答 

1 副籍校と年間スケジュール対応ができていな

いので、参加できる日程が組めず、あまり副

籍へ行けなくなってしまって残念です。 

近隣幼保等と行事が重なっていることがある

ので、可能であれば配慮していただきたいで

す。（小低） 

副籍交流日については、交流校と連絡を密にとりながら調整を

行っていきます。 

行事については本校の小・中・高等部の３学部の調整後、でき

るだけ近隣の幼・保・小・中学校等の行事を配慮いたしますが、

重なってしまった場合は申し訳ありません。ご理解・ご協力を、

お願いいたします。 

2 ホームページでは、普段の授業の様子、行事

の様子など、もっとしっかり発信してほしい

です。他の支援学校や地域の公立小のホーム

ページのブログの更新頻度や内容などぜひ参

考にしてほしいです。（小低） 

移動教室、修学旅行時の出来事をホームペー

ジにのせて頂けるととても有難いですが、も

し無理でしたら「今日無事に終わりました」

でも、いいのですが。（高） 

今年度９月よりスマートフォンでもホームページの閲覧ができ

るようにリニューアルをしました。都立の特別支援学校におい

て、一番多く取り入れられているスタイルですが、掲載までに

時間がかかります。 

各学部の行事等のほかにも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。ご覧いただきました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ので、

連絡帳等でお知らせください。 

3 文章がもう少し、短くしたほうが読みやすいと

きがあります。（中） 

分かりやすく、読みやすい文章を工夫していきます。 

4 学校からのプリント（特に学年だより）に間

違いが多すぎると思います。（小高） 

記載間違いや確認漏れがありましたこと、大変申し訳ありませ

んでした。今後、このようなことがないように複数による確認

をより徹底していきます。 

5 寮全体でお便りをもらうと、その仕分けが大

変（仕方ないのですが…）各学年１部でもよ

いと思いました。（小高担当職員） 

学年だよりの時間割等は、児童・生徒が分かりやすいように工

夫しております。持ち物の準備等も自分からできるようになっ

てほしいと思います。学習の様子の写真に関心をもって見る児

童・生徒も多くおりますので、個別に配布をさせていただいて

おります。 

6 発達障害の高校生への相談・支援は全校の課

題です。先進的取りくみの報告・まとめを期

待しています。（協議委員） 

今後もニーズに合わせて、丁寧に対応していきます。活動内容

については、支援部だよりや学校だより等で報告していきます。 

肯定的なご意見・ご感想 

・副籍校に友達もできて、通学路で会うと「おはよう」とタッチしたり、名前を呼んでもらえたり、副籍校の校長先

生と毎朝挨拶したり、とても充実しています。（小低） 

・副籍を行う前の出前授業を見させていただきましたが、子供達に事前に情報を入れて頂いたおかげで、１回目の副

籍もスムーズに受け入れて頂く事が出来ました。名前を覚えてもらい、声を掛けられる事が増えました。（小低） 

・各市立小学校の対応の違いにとまどっていましたが、少しずつ前進している様子がみられています。（小低） 

・センター校として責任感を持って、日々努めておられる先生方に、敬意を表しております。（協議委員） 

・日野市の小・中学校の研修会にコーディネーターの先生が出席されて助言をくれるのが、とてもありがたいと思い

ます。（協議委員） 
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【学校経営・組織について】 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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

・○「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」では、保護者が６．２％、福祉園職員３．７％、教職員が１８・９％上昇した。 

・○「項目４：外部専門員の十分な活用」では、保護者が６．９％、教職員が５．４％上昇した。 

  ・●「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」では、保護者評価が１０．２％下がった。 

  ・●「項目３：わかりやすい学校経営計画」では、保護者評価が１８．１％下がった。 

 

＜改善策＞ 項目２、項目３については、説明の機会、方法についてより工夫を行っていく。 

 

 

  ご意見・ご質問 等 回   答 

1 新しい施設・設備は、子供にとっては不慣れ

で不安な環境です。動線や安全を配慮した教

育環境の日々の見直し（スパンを短く）が必

要です。（協議委員） 

定期的に点検、確認を行いながら、随時対策・対応を行ってい

きます。 

2 駐車場がないため公共交通機関を利用して学

校へ行かなければならない保護者がとても不

便さを感じます。（中） 

緊急車両のみの駐車スペースしかございません。参観、面談等

の際は、臨時駐輪場所は設置しますが、自転車利用以外の方は

引き続き、徒歩または公共交通機関のご利用をお願いします。 

3 仮設校舎の教室に全く鏡がないのは不便だと

思います。身だしなみのチェックや、顔上で

しか見られない身体チェック(傷等)ができな

いと困ることがあると思います。（中） 

鏡の購入については、計画的に進めているところです。 

4 水筒持参についての対応がいつまで続くの

か、とても疑問に思いました。毎日の負担を

考えていただきたいです。（小低担当職員） 

通常の飲料水用の水筒は学校で用意し、現在は水当持参をお願

いしておりません。校外学習や体育時等では水当持参をお願い

することがありますので、よろしくお願いいたします。 

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。 

 

☆ 



13 

 

5 前校との手続きの違いにすごくとまどいまし

た。（小低） 

就学奨励費や学校徴収金等の経理等の手続き

について、どうしても複雑に感じてしまいま

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、学校で配布する案内や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。 

6 言語聴覚士のアドバイスを個別に受けられる

機会があるといいと思います。（小低） 

外部専門員の先生方とも面談等で一緒に話が

できる機会があれば嬉しく思います。（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。東

京都教育委員会の方針に基づき、外部専門員と保護者の方が直

接話せる機会の設定は行ってはおりませんが、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。外部専門員の先生にお尋ねしたいことなどがありまし

たら、まずは担任にお申し出ください。 

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。 

肯定的なご意見・ご感想 

・校舎が新しくなり、教室も広くなり、子供も嬉しそうでした。親としても、子供の環境がより良いものになり、嬉

しいです（小低） 

・プレハブ校舎ですが、工夫はされていると思います。（高） 

・仮設校舎なので不便なことが多い中で、教員も生徒さんもがんばっていると思います。（協議委員） 
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【その他】 

 

・５項目中、保護者では３項目、福祉園職員では４項目、教職員では５項目で９０％以上の肯定的な評価を得た。 

・○「項目２：学校が児童・生徒の悩み、保護者の心配事に対応」では、教職員の評価は３．８％下がったが、

保護者は５．９％、福祉園職員は５．４％上昇した。 

・●「項目３：親切・丁寧な受付や電話の対応」では、保護者は１７．１％、福祉園職員は８．７％下がった。 

 

＜改善策＞ 適切・丁寧な対応等の研修を今後も行う。 

 

 

【 自由記述意見 】として出された主なもの  

 

  ご意見・ご質問 等 回   答 

1 学期末に渡されていた写真が1枚になってし

まい、さみしく思います。（小低） 

今年から写真をもらえなくなったようだが、自

分の子供の写真だけでも欲しい。外部の人に見

られないようにアルバムのような物を作り、写

真を販売できないか。（小低） 

写真については、いろいろな事情の児童・生徒が在籍している

ために慎重な取り扱いをしなければならないことにはご理解・

ご協力をいただいております。事後学習等のために学習中に教

員が写真を撮ることはありますが、児童・生徒の安全確保をし

ながらですので、枚数は限られ、均等にきれいに撮影すること

は厳しいのが実情です。教員ではなく、業者による写真撮影に

すると値段が高額になってしまうため、本校では業者撮影は行

ってはおりません。 

2 メール、ＳＮＳなど文書や資料のやりとりがで

きると助かります。（小低） 

保護者の方とのメールやＳＮＳのやりとりは教育委員会より禁

止されております。 

 

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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3 先生方の中には重度の子はできない、わからな

いと決めつけ決めているようなところが見ら

れます。数年前に外部専門家の方が高等部紙工

班について助言をいただいていて生徒たちが

自分のやるべきことを自分でできるように指

導するようになり、とても良くなったと七生だ

よりにも書かれてあったので、中学部にもその

ように指導されているのかと期待していたの

ですが、主体的な動きは見られませんでした。

（中） 

「できる」「できた」という経験や「できていること」をより発

展させていく視点に立った指導を行うために外部専門家の助

言・指導活用や、研究・研修会等による専門性の向上を図りま

す。 

4 中学部の体操着の布地が厚く、冬は良いが夏場

が暑いので夏用、冬用があるとよいです。また、

サイズはSSでも大きいので(大人用なのかわ

からないが)サイズ直ししたりダブダブで着て

いたりするので、考えて欲しいです。（中） 

体育着については、業者選定委員会において、児童・生徒に応

じた体育着について検討・確認を行っております。ご意見等が

ありましたら、連絡帳等でお知らせください。 

5 中学部には制服がないのですが、周りの保護者

は制服で子供達を判断しているので、特別支援

学校だからこそ制服が必要だと思う。（中） 

制服になりますと動きやすさや、サイズ、費用等が関係してき

ます。着脱等について個々の課題がまだ多い中学部段階では制

服指定は実施しておりませんが、進路学習等では場所や相手に

合わせた服装をお願いしております。 

6 教室などの冷房・暖房のことで、冷房は決めら

れた月になってからではなく、臨機応変に使用

してもらいたいです。（高） 

冷房、暖房は気象状況や児童・生徒の健康状態に応じて使用し

ております。使用時期、設定温度は東京都の基準があるため、

各部屋の気温・湿度計の整備を進めています。 

7 平日帰宅後や休日に自宅にこもりがち（親とも

一人でも外出したがらない）で、何をすること

もなく過ごしていますので、休日に運動などの

活動があるとありがたいです。（高） 

高等部には定期的ではありませんが、休日に活動する運動部は

あります。休日の部活動については、安全面についての確認が

必要になります。運動に限らず、余暇の過ごし方については、

連絡帳や個別面談等でお話しできたらと思います。 

8 授業参観を平日に多く設けず、土日（父親も参

観できるように）も１学期に１回ぐらい設定し

てほしいです。（小低） 

月曜日から金曜日の授業を参観いただけるように参観日を設定

しております。平日以外の参観日は土曜参観だけですが、運動

会は土曜日、学習発表会は金・土曜日に設定しております。お

忙しいとは思われますが、ご来校、お待ちしております。 

9 女性教員の校内での服装が気になります。前屈

みしますと胸元が見えます。思春期の生徒さん

達が多くいます。（協議委員） 

教員の服装で不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんで

した。児童・生徒の見本となる服装を、今後も心掛けていきま

す。 

10 新校舎開設へ向けて七生のシンボルマークが

あるとよいです。５０周年もありますしご検討

下さい。（協議委員） 

検討いたします。 

11 PTA役員、会長、副会長の名刺の作成を高等

部でしていただきたいです。 

高等部作業班と相談しながら、検討させてください。 

肯定的なご意見・ご感想 

・いつも細やかなご指導ありがとうございます。先生方のチームワーク、いつも感動し、とても勉強になります（小

低） 

・いつもありがとうございます。これからも、学校との連携をしながらの支援をしていきたいので、よろしくお願い

致します。（小高担当職員） 

・毎日の連絡帳でのやり取りや、何かあった時の電話対応等、連携を密にとらせていただいていると思っています。

先生たちの生徒一人一人の特性を考えた支援・指導は私達にとっても、参考になります。（中） 

・実習先の面接から始まり、初日のあいさつ、見学、評価会議など様々な場面で先生方のお力のありがたさを感じま

した。子供のことをよく見てくださり、現場実習担当の方へ説明してくださり、本当に親が見えていない部分まで

援助をしてくださったことを心から御礼申し上げます。（高） 

 


