
令和 2 年度学校評価 教職員回答まとめ（有効回答:73/Forms:73） 

【設問 1】小学部：31 中学部：19 高等部：21 その他：2 （回答者の内訳） 

【設問２】学校教育目標の具現化へ向け教職員が一体となって取り組んでいる。 

【設問 3】上記の設問２について、「やや不十分」と「不

十分」と回答された方は、その課題、要望、改善策（要点

のみ）をご記入下さい。 

⇒・何をもって「一体となって」と捉えたら良いのか分  

  からない。 

 

 

 

【設問４】教育課程は、児童生徒の実態等に即し、適切に編成されている。 

【設問５】上記の設問４について、課題、要望、改善策。 

⇒・実態の幅が広い。 

 ・Ⅰ課程でも実態に幅があり、進学を希望する生徒は学習中  

  心で、就労を目指す生徒はそれなりに就労を意識して取り 

  組めるコースに分かれても良いのではないか？（進学コー 

  ス、就労コースなど）選択教科でも音大や美大に行くレベ 

  ルのものをとっていたりと、もっと他にやることがあると 

  思われる。 

・合わせた指導である「作業学習」は、教科である「職業」に変え、より卒業後の進路に関する実践的・体 

 験的な学習活動の場とした方が良いのではないか？ 

・自立活動を主とする教育課程の授業内容や合わせた指導の授業内容は、教科の指導として実施できないのか 

 どうか、検討が必要。 

・Ⅰ課程は、生徒の実態に合った教育課程になっていないと感じる。大学一般入試を受ける生徒より、卒業後、 

 就労や生活介護に進む生徒が多いので、就労コースと進学コースの両方を作った方がよいと思う。 

・Ⅰ課程の生徒においても生徒の実態に合わせて柔軟に授業が行えるよう、学校設定科目などを設置する等工 

 夫が必要がある。 

・特に２課程 A～C においての生徒の実態に幅があり、個に応じた編成ができているのか、検討する事が必要 

 だと感じる。 

・ⅡC とⅢ課程の基準がよく分からない。 

【設問 6】児童生徒の実態と教育的ニーズを把握し、保護者や関係機関等と十分に連携して計画されている。 

【設問７】上記の設問６について、課題、要望、改

善策。 

⇒・なし。 
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【支援や指導に関すること：学校教育目標】
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【支援や指導に関すること：教育課程】
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良い。 やや良い。

【支援や指導に関すること：個別の教育支援計画】



【設問８】児童生徒の支援や指導について、保護者に十分な説明がなされ、良好な信頼関係を築くことができ

ている。 

【設問９】上記の設問８について、課題、要望、改善策。 

⇒・今年度は家庭訪問、面談、授業参観などの機会が持ち 

  にくかった 

 ・今年度はコロナ感染拡大防止のため，授業参観等を通 

  して説明責任を果たす機会がなかなか持てなかった。 

 

 

 

【設問 10】児童生徒の適切な支援や指導について常に追究し、関係機関と緊密な連携と協働が図られている。 

【設問 11】上記の設問 10 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・今年はコロナ禍ということもあり、訓練見学など 

  ができない時期があり、センターなどとの連携が 

  難しかった。本来ならば、年度初めに見学などを 

  行い、生徒の実態を把握及び課題の共通認識をも 

  つ場になるはずであった。 

 ・コロナの状況で外部との接触に制限があったため。 

 

・今年度はコロナもあり、例年のような関係者会議が減った。 

・今年度はコロナ感染予防のため、なかなか外部支援を入れられなかった。 

・今年度はコロナの影響で療育センターの訓練見学がまだできていない。質問事項や気になることを保護者に 

 伝えて、訓練士さんに聞いてもらっているが、実際に見てその場で確認できた方がいい。 

・９に同じ。 

・新型コロナ感染防止のため、センターやディサービスとの連携がうまくとれなかった。 

【設問 12】児童生徒の実態に応じて、各教科の年間指導目標を踏まえ、段階的な学習目標や具体的な学習活

動と手立てが適切に計画されている。 

【設問 13】上記の設問 12 について、課題、要望、改善策。 

単元のまとまりや学年の系統性が不十分 

⇒・学年間や学部間の系統性がない部分が多い。 

 ・教科等の関連を検討する機会(時間)がもてたらいいと 

  思う。 

 ・実態把握に時間がかかり、題材をすぐには決め切れて 

  いない。校内研修での取り組みから合わせた指導につ 

  いて理解を深めているが、まだ教科等の関連や系統性 

  をしっかりふまえているかと言われれば、まだ不十分 

 といえる。学部間、学年間での系統性も踏まえ考えていく必要がある。 

・授業後の反省がないまま、次回の授業の準備に追われ終了してしまう。定期的な反省会の設定が必要だと思 

 う。 

・コロナで当初計画では無理なので臨機応変に。 
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【支援や指導に関すること：家庭との連携】
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【支援や指導に関すること：関係機関との連携】
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【支援や指導に関すること：年間指導計画】



【設問 14】児童生徒の実態に応じて、各教科の年間指導目標を踏まえ、段階的な学習目標や具体的な学習活

動と手立てが適切に計画されている。 

【設問 15】上記の設問 14 について、課題、要望、改善

策。 

⇒・特に重度重複障害のある児童生徒については、今後 

  も段階的な学習目標や具体的な学習活動と手立て 

  を適切に計画、実施するために研究を重ね組織的な 

 「知」を集約する必要があると考えます。 

 ・中学 1 年生は申し送りはありはするが、実際に授業 

  を行わないと、実態がつかめないこともあり、学習 

 目標や手立てなどを、変更しながら行っていて、十分とは思えないこともある。 

・小学部では、卒業後の児童の将来像を意識しての指導が弱いと思う。小学部の中学年、高学年になる頃には 

 中高と連携し、本児が就労ＡかＢか余暇活動なのか等のだいたいの進路を見据えて指導した方が良い。 

【設問 16】個別の指導計画に沿った目標準拠評価が行われ、関係者間（ヨコとタテの繋がり）で学習の成果と

課題を共有し、引き継ぐ事ができている。 

【設問 17】上記の設問 16 について、課題、要望、改善策。 

⇒・昨年度の引き継ぎで「できた」となっていることが、どう 

  いう状況でどういった支援でできたのかが詳しく書かれて 

  いないので、今年度やってみて「できた」まではいかない 

  ことが多いと感じた。 

 ・「関係者間（ヨコとタテの繋がり）で学習の成果と課題を共 

  有し、引き継ぐ事ができている。」の部分の改善として、積 

  極的に学級や学年、教科等で話し合う（情報交換）機会を 

  持つようにする。 

・関係者間で共有する場や時間が取れず、自分の見立てや判断で評価している。 

・「できた・できる」の評価の観点が個々の判断や文章表現に委ねられていて、前年度「できた・できる」と 

 評価されていても、新年度に引き継ぐとできていないことがある。通知表や指導要録に評価を記入する際に 

 安易に「できた・できる」の表現を使用しないように留意する必要がある。 

・教科で見ている生徒の共有はうまく出来ていない。 

・共有する話し合いの時間の設定が必要ではないか。（時間を有効に使う） 

【設問 18】学部、学年や学習グループ等で連携して授業の振り返りや教材研究に取り組み、課題を共有しな

がら、共同で効果的な授業づくりが行われている。 

【設問 19】上記の設問 18 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・話し合いの時間が十分に確保できない。 

 ・放課後の時間が不十分なため、学年で話し合う時 

  間を確保するのが昔よりも難しい気がする。 

 ・昨年度から教育課程が変更になり、教材研究に取 

  り組める十分な時間確保が非常に困難。小学部は 

  空き時間がなく、他学部に比べて持ち時数が多い。 

・中高では、学部を超えて教科会を設定できるとよい。 

・話し合いをする時間が無い。（15:15 児童生徒下校だが実際に引継が完了するのが 15:30 前後。本来は休憩  
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【支援や指導に関すること：個別の指導計画】
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【支援や指導に関すること：学習評価】
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【支援や指導に関すること：授業づくり】



 時間なのに教室等の清掃をして、休憩を取れないまま、会議等の話し合いで、学級・学年・教科等の先生方 

 と話し合う時間が持てない。声も掛けづらい。） 

・TT のあり方や協力体制、授業へ取り組む姿勢、改善策：学級で話し合う時間の確保と実施 

・時間が取れていない。 

・教材研究に取り組む時間が難しいことがある。 

・教材教具購入予算充実を。 

・学年単位で授業を行う際、教育課程の幅があり、どちらにも良い授業にするのは難しい。 

【設問 20】児童生徒の実態や興味・関心に応じた手立て（教材・教具等）を工夫し、常に効果的な授業展開

（実践）に努め、発生する課題に応じて授業改善が行われている。 

【設問 21】上記の設問 20 について、課題、要望、

改善策。 

⇒・時間が十分に確保できない。 

 ・設問１２～２０に共通していることだが、生徒 

  個々の実態が学習指導要領のどの位置にあり、 

  それに応じた授業目標・内容・実践・評価にな 

  っているかをしっかりと押さえる必要性を感 

  じる。 

・設問１９と同じ。 

・コロナのせいで密を裂けなければならないが、広い部屋がない。 

・人によると思う。取り組んでいる人と、授業を流しているだけの人がいる。 

・放課後は会議や学年会も必要になり、事務作業もしながら教材作りや授業準備等を十分に行う余裕がない。 

・それにつながる教材教具購入予算の充実を。 

【設問 22】障がい者理解の促進に向けて、学校間交流や居住地校交流に積極的に取り組まれている。 

【設問 21】上記の設問 20 について、課題、要望、

改善策。 

⇒・今年度はできていない。 

 ・コロナのため、中止になったので。ただ、オ 

  ンラインで交流など新しい取り組みも出来 

  ていたのは良かったと思います。 

 ・コロナウイルス感染防止の点から外部との接 

  触の制限があったため。 

・今年はコロナの影響で交流ができていない。 

・コロナでできていない。 

・現段階では今年度は未実施。 

・今年度は、コロナ禍で難しいが、コロナが落ち着けば、交流も再開できると思う。 

・コロナ感染予防をしながらどう狙いを達成していくか、工夫する必要がある。 

・今年度はほとんど行うことができなかった。 

・コロナ禍なのでやむを得ない。 

・今年度はコロナの影響で実施できていない。 

・今年度はできなかったが、昨年度までの取り組みを継続発展できるとよいと思う。 

・今年度は、まだ実施できていないため。 

・コロナの影響で実施できていない。 
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【支援や指導に関すること：学習指導（指導力）】
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【支援や指導に関すること：交流教育及び共同学習】



・コロナ禍の影響で交流に制限があったが、オンラインなどで工夫できたのではと思う。 

・今年度は、仕方が無いと思う。 

・コロナ感染拡大防止のため実施が難しかった。 

・（コロナの影響で交流が中止になったため「不十分」）次年度はコロナ禍であっても他校との交流ができるよ 

 うオンラインでも実施できるよう検討し、これまでつないできた学校間交流等を途絶えさせないようにし 

 たい。 

・計画はしていたが、今年度は感染防止のため実施はできなかったため。 

・コロナの影響で交流等の実施が厳しい状況にあるが、次年度以降、どのような形でなら交流ができるのかを  

 その時の状況と照らし合わせて、各学部・学校間で考えていく必要がある。 

・コロナ禍でできていない。 

・コロナにより交流が少なくなったため 

・新型コロナ感染症のため、交流及び共同学習が実施できなかった。オンラインで交流ができたら良いなと感 

 じた。 

・コロナの影響で出来ていない。 

・今年は、コロナ感染拡大防止の観点から交流教育が難しかった。 

・今回はコロナの為仕方ない。 

・新型コロナの影響で居住地校交流は未実施。 

・不十分に回答。今年度はコロナウイルス感染症の拡大に伴い、実施できてないので仕方がない。" 

・今年はコロナ感染拡大予防のため、取り組みが難しい。 

・コロナで無理ね。 

・今年は仕方無い。 

【設問 24】障がい者を取り巻く地域社会の課題を踏まえ、児童生徒の自立（就労）と社会参加を見据えて、系

統的なキャリア教育や適切な体験活動に取り組まれている。 

【設問 25】上記の設問 24 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・小学部の時からもっとキャリア教育についてみん 

  なで意識することで、小学部のうちに培うべき力 

  がもっと明確になりそう。 

 ・一人の生徒の小・中・高、それぞれの発達段階に 

  応じた取り組みが話し合われていない。 

 ・就業生活体験を教科や合わせた指導と結びつけて 

 学習を行う計画が不十分。 

・「系統的なキャリア教育」がどのようなものなのか分からない。 

・系統的とはいえないかな。   ・今回はコロナの為仕方ない。   ・コロナでね。 

【設問 26】地域のセンター校的役割を担い、就学指導（支援）や教育相談の充実に努めている。 

【設問 27】上記の設問 26 について、課題、要

望、改善策。 

⇒・なし。 
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【支援や指導に関すること：キャリア教育】
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【組織や運営に関すること：就学支援及び教育相談】



【設問 28】問題を共有し、計画的に取り組みながら、教職員の専門性や指導力の向上を含めた課題解決が図

られている。 

【設問 29】上記の設問 28 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・「教科の見える合わせた指導」の師範授業を是非 

  とも行ってもらいたい。 

 ・与えられたテーマではなく、個々の必要に応じて 

  本当にやりたい研修をできる時間がほしかった。 

  今年度は夏休み中も研修をする時間がなかった。 

 ・設問１９と同じ。 

・初任研や経験研修の人は、校内研メンバーから外した方が良いと思う。ただでさえ時間が無いので、研修時 

 間確保がさらに難しくなる。 

・本当に必要と感じている課題に取り組みたい。グループ研メンバーで取り組んでみて成果なり課題なりを報 

 告し、次年度全体の研修とした方が良かったのでは？ 

【設問 30】自立活動に関する専門的知識の共有や実践研究が行われている。 

【設問 31】上記の設問 30 について、課題、要望、改善策。 

⇒・人によると思う。取り組んでいる人と、授業を流している 

  だけの人がいる。 

 ・「四つばいの姿勢にしたいけど，児童の体が大きくて・・・ 

  どうしたら良い？」など担任からの相談に応じてくれるフ 

  ォローアップのような時間が年間に数回（児童がいる時間） 

  でもよいので設けていただけるとありがたいです。担任以 

  外の目で見てヒントやアドバイスがあると嬉しいです。 

  （「○月の第○週目の○曜日の○時間目はフォロ－ＵＰの 

 時間です。希望者は事前に申し出てください。」みたいな感じで。毎月でなくても良いと思います。自活部 

 に負担のかからないようなあんばいで・・・・）時間的に無理でしたら無視してください。 

・実践はされているの思うのだが、共有されているか。となると不十分だと感じる。小、中、高における現状 

 や全体としての取り組みなど紙面等であるとより共有が深まると思う。 

・利用勝手がいい場所がない 

【設問 32】適正に組織されており、全教職員が適材適所に配置され、機能的且つ効果的に業務が遂行されて

いる。 

【設問 33】上記の設問 32 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・校務分掌の責任の重さ、負担度から個人や学部間 

  に偏りがある。 

 ・課題や重要な取り組みの引き継ぎが円滑に行われ 

  るように全体でのバランス良い配置が必要だと 

  思う。全員入れ替えは避けるほうが良い。 

 ・業務に偏りがあり、的確に評価されていない。 

 ・分掌内容の割り当てが異質。気づいているのに「こ 

 の学校は～だから・～で決まったから」で思考停止し、「それ、ウチが引き取った方がいい仕事じゃない？ 

 前任校ではやってたし、詳しいよ」がない。 
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【組織や運営に関すること：校内研修】
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良い。 やや良い。 やや不十分。

【組織や運営に関すること：自立活動】

23

3

45

2

0

20

40

60

良い。 不十分。 やや良い。 やや不十分。

【組織や運営に関すること：校務分掌】



【設問 34】職員会議や学部会等の諸会議によって、学校運営や学部運営を円滑にすすめることができている。 

【設問 35】上記の設問 34 について、課題、要望、改善策。 

⇒・報告、伝達の場だけになっている。 

 ・職員会議が定例会議でなく必要に応じて各学部で提案さ 

  れることで、放課後の時間がとれるのでよい。 

 ・集団で集まるのを回避するために職員会議を実施してい 

  ないが、提案がある係は今後も学部内で説明をきちんと 

  おこなってほしい。 

 ・「良い。」ですけど → コロナ対応で会議運営が良くな 

 った。 

・学年会の時間が長い。 

【設問 36】非常時及び緊急時に必要で適切な対応を準備し、危機を回避できる体制が構築されている。 

【設問 37】上記の設問 36 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・緊急時シュミレーションを実施し、その反省を活 

  かして再度シュミレーションを行うなど、「シュ 

  ミレーションのためのシュミレーション」になっ 

  ていないのは良い。 

 ・個々の考えで対応しているように感じることがあ 

  るので、緊急時対応の基本を全体で確認する機会 

 を持ってほしい。 

・緊急時の教室で、管理者による指揮をもっとしっかりやって欲しい。応援がもっといるのか、もう必要ない 

 ので授業に戻って良いのかよく分からない時があった。 

・誰が統括して把握しているのかが不明瞭。 

・３階までの移動に不安がある。 

・何対応か決まっていないみたいだったのに、現場に管理者が呼ばれていた。 

・日頃からの職員の危機管理の意識が低い。緊急時になると職員同士のコミュニケーションが無くなってしま 

 う。 

【設問 38】児童生徒の健康・安全・給食指導に関して、医療的ケアの体制を含めて、校務分掌との連携を図り

ながら、適切な取り組みがなされている。 

【設問 39】上記の設問 38 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・医ケア委員会の持ち方を検討し、担当教員が学校 

  医から直接助言をもらえるようになったのがよ 

  い。 

 ・特別食の児童のデザートの形態が日によって違う 

  ことがある(ペースト食のはずが細刻みで出てく 

  る時がある)。お粥やスープの量も時々いつもの 

 半分～３分の２くらいの量で少なくなることがある。 

・緊急時連絡連絡体制マニュアルＡ，Ｂとてんかんなどの疾患別のマニュアルを作成した。疾患別のマニュア 

 ルで，症状発生時の対応方法などは，間違って記載したり，間違いに気付かないまま記載したままにしたり 

 していた場合もあった。普段の様子，異変のサイン，各部署への連絡など担任が書ける部分と，症状発生時 
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良い。 やや良い。 やや不十分。

【組織や運営に関すること：職員会議等】
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良い。 不十分。 やや良い。 やや不十分。

【組織や運営に関すること：緊急・救急体制】
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良い。 やや良い。 やや不十分。

【組織や運営に関すること：健康・安全・給食】



 の対応方法など高度な医学的知識が無いと欠けない部分が混在しているように感じます。担任が記載する 

 箇所と担任以外の高度な医学的知識がある人が記載する箇所を分けて書けるようにすると，お互いの情報 

 共有によって，信頼性や精度の高いマニュアルになるのではないかと思います。 

・教育と療育の狭間の医ケア。最終決断を下す管理者が、灰色を白か黒かの判断基準を示してあげないと職員 

 間のわだかまりになる。 

【設問 40】校内緑化や危険箇所の改善に努め、児童生徒にとって適切な教育環境が提供されている。 

【設問 41】上記の設問 40 について、課題、要望、改善策。 

⇒・教室が狭い（足りない）が、どう改善できるか難しい。 

 ・全体で活用できる空き教室なり、特別教室がほしい。 

 

 

 

 

 

 

【設問 42】教育活動に必要な施設・設備の改善・拡充に努め、児童生徒にとって安全で効果的な活用ができて

いる。 

【設問 43】上記の設問 42 について、課題、要望、改

善策。 

⇒・教室が狭い（足りない）が、どう改善できるか難 

  しい。 

 ・広場が欲しい。 

 ・肢体不自由児で体力面に課題がある子どもが多 

  いので、体育館の暑さ対策やトイレの暑さ対策 

  も考えて欲しいと思います。 

・夏場にクーラーが数回効かなくなった。校舎の出入り口の古い方のビニールの汚れが気になる。出入り口の 

 段差が無いようにできるとよい。高等部棟に行くときに雨に濡れないようになるといいかな。 

・４１に同じ。 

・適切な場所に教室が配置されておらず使いづらい。特に重度重複の生徒の学習環境を整えてほしい。例：５ 

 月～９月、夏場の体育館に替わる場所など。 

・増築の結果なのか、動線がいびつ。 

・教室に放送機器がないため、緊急時や放送が聞こえないので今後今の教室を活用するなら付けて欲しい。ま 

 た、水場が無いため活動に支障が出ている。 

【設問 44】保護者と教職員が協力し合い、PTA 活動が充実している。 

【設問 45】上記の設問 44 について、課題、要望、改善策。 

⇒・新型コロナ感染症防止のため、PTA との連携がとりにく 

  い状況であった。 

 ・教職員も会員である。バッジより、児童生徒の校内教育 

  活動に直接的に関わる教職員にも還元できる予算づくり 

  を。 
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良い。 やや良い。 やや不十分。

【組織や運営に関すること：教育環境】
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やや不十分。 やや良い。 不十分。 良い。

【組織や運営に関すること：施設・設備】
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良い。 やや良い。 やや不十分。

【組織や運営に関すること：PTA活動】



【設問 46】教育上の課題や人間関係の問題、個人の心の悩み等について、誰もが困り感を出すことに抵抗が

なく、互いに対話できる雰囲気になっている。〔組織や運営に関すること：職場環境〕 

⇒ 良い：17  やや良い：44  やや不十分：8  不十分：4 

【設問 47】上記の設問 46 について、課題、要望、改善策。 

⇒・コロナの影響も否定できませんが、職員間の会話も限られ、疲弊し明るさが少なく感じる。互助的な交流 

  も必要と感じる。 

 ・職員の休憩室は施設上は小学部にあるようだが実際には使用できない状況。職場環境は毎年産業医がチェ 

  ックし、提言すると思うが、その点は特に指摘されないのでしょうか？ 

 ・今年度は雰囲気があまり良くないような気がする。これもコロナの影響でしょうか。 

 ・会議や提出物が多く、学級・学年・教科等で情報交換する時間確保が難しい。 

 ・職員が休憩する場所が欲しい。⇒現在は小学部学部室内にあるが活用しにくい。" 

 ・「困り感」を出しても無碍に扱われ、対話する気力も希望も無くなった。 

 ・相談できる人があまりいなくて苦しい。 

 ・コロナ禍ではあるが疎遠になりがち、せめて顔と名前と…児童生徒にあるべき人間関係のお手本や指導を 

  する立場でもあるのだから､､､がんばろう。 

 ・多忙さから、気軽に互いの悩みを話したりする時間がない気がする。 

 ・学年主任等は経験年数や年齢も関係してくるとは思うが、日頃の学校生活でも児童の命がかかっているの 

  で、緊急時等になったときに、的確な指示が出せる人が主任やリーダーになって欲しい。 

【設問 48】各学部と校務分掌の連携が図られ、一貫性のある取り組みのもと、教職員全員が一丸となって学

校の諸課題に対応することができている。〔組織や運営に関すること：職員間の連携〕 

⇒ 良い：22 やや良い 47 やや不十分：3 不十分：1 

【設問 49】上記の設問 48 について、課題、要望、改善策。 

⇒・よく「学部ごとに」という文言を言われるが、小学部は６学年、中学部・高等部は３学年で対応する人数 

  も偏りがあり、「空き時間」というものもないので、「学部ごとに」に対する不公平感を感じることがある。 

 ・できる・やれる能力や経験がありながら、「できる・やるよ」と言わない。 

【設問 50】その他（自由記述） 

⇒・例年と違うことが多い中、協力して取り組めていると思います。 

 ・課題、要望、改善策だけでなく、評価できる点などの記述があってもよいと思う。 

 ・いつもお疲れ様です。 

 ・児童生徒、保護者、職員向け→質問項目を減らす・まとめる努力をお願いします。児童生徒、保護者、職 

  員向け→質問内容が「一般的に」なのか「個別的に」なのかなのか、どちらなのかわかりにくい。児童生 

  徒、保護者→この質問は、わざわざ聞かないといけないことなのか？考えてみては。 

  ※県等から依頼がくるアンケート→本校の児童生徒の実態等に項目が適当でないようなものは、「本校に 

  そぐわない」と突き返して。考えるのも都合を合わせて答えるのもめんどくさい。 

 

【結果の分析】 

 ほぼ全ての設問において肯定的な回答で占められている。しかし、いくつかの設問においては若干否定的な

回答もみられる。特に支援や指導に関する部分では、設問 12（年間指導目標）や 16（個別の指導計画と評価）

や 18（連携と教材研究）に授業づくりに関しての不安が感じられる。今年度の校内研究の成果と課題を踏ま

えながら、引き続き組織的かつ計画的に授業研究に取り組み、それぞれの授業実践を充実させていく必要があ

る。また設問 24（キャリア教育）についても、学部間の連携や具体的な取り組みについてまだまだ検討する

余地があると捉えられることから、キャリアを意識した学習活動を計画し、キャリアパスポート等の効果的な



実現に向けて組織的に取り組む必要があると考える。さらに設問 10（関係機関との連携）や 22（障がい理解

と交流）に関しては、感染症対応のあおりを受けて十分な取組みをなし得なかったとしながらも、その必要性

を十分に感じており、今後は内容や方法を見直していく方向性も垣間見られ、開かれた学校の実現を目指す必

要があると考える。 

 次に組織や運営に関する部分では、設問 42（施設設備）について少なからず課題が挙がっており、優先順

位を検討しながら、改善に向けて努力する必要があると考える。また設問 46（職場環境）に関しては、まさ

に教職員の心の問題が浮かび上がっており、私たちの教育活動を根底から揺るがすという認識で対応する必

要がある。コロナ禍の影響を受けているとはいえ、問題がコミュニケーション不足に起因することにも触れら

れており、感染症対策が継続する中で、そのような機会をいかに保障していくかが問われていると考える。組

織的な対応を含め、教職員個々の悩みに丁寧に対応していく必要がある。 

  


