
 

平成29年度

児童・生徒評価　集計結果とまとめ

【Ｓ小学部在籍児童の保護者の皆様】 
 

 

         ３月6日(火)に予定しております全校保護者会で、 

 

        「学校評価」について説明いたします。 

 

         お手数をおかけしますが、内容を御確認のうえ、この 

  

         ｢児童・生徒評価 集計結果まとめ」と別刷りの 

 

       ｢学校評価 集計結果とまとめ」を、全校保護者会にお 

 

       持ちください。よろしくお願いいたします。 
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朝の会・帰りの会 19人
鹿本小学校
との交流会 19人

自立活動 26人 クラブ（４～６年） 9人

学年の時間 23人 移動教室（５・６年） 8人

生活単元学習 20人 社会見学 24人

遊びの指導 25人 芸術鑑賞教室 13人

体育 28人 虹輝祭 31人

音楽 36人 運動会 26人

図画工作 26人 休み時間 9人

【自立活動を主とする教育課程　集計結果】
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給食 31人

総　　計 59 81 73%

【準ずる教育課程・知的代替の教育課程　集計結果】

準ずる教育課程・知的代替の教育課程 15 18 83%

自立活動を主とする教育課程 44 63 70%
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平成29年度学校評価　　Ｓ部門小学部
児童・生徒評価「よりよい学校生活にするためのアンケート」　集計結果と回答

　鹿本学園について、みなさんにきいたことをまとめました。みなさんが学校のことをどのよう
に思っているのか、とてもよくわかりました。
　みなさんも、自分でよんだりおうちの人によんでもらったりして、他のお友達がどのように
思っているのか、見てみてください。

【対象児童・生徒　及び　回収率】

Ｓ部門　小学部 回収数 ／対象数 回収率
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Ｑ４ 学校は 



※面談希望者は、面談の機会を
　とって、聞き取りを行いまし
　た。

【副校長先生との面談希望者数】

Ｓ部門 希望する 希望しない 未回答

小学部 1人 53人 5人

【学校生活でよかったこと、こまっていること】

※児童の意見は個人が特定できない表現に改め、内容を要約したり同意見を一つにまとめたりしています。

良かったこと・困っていること 学校からの回答

①～⑧
　良かったです。これからも体調
　管理に気を付け、できることが
　たくさん増えて楽しい学校生活
　になるよう、先生たちも頑張り
　ます。

⑨しかちゃん、もとちゃんに、皆
　さんの気持ちを伝えます。
⑩学習会やＰＴＡ主催の勉強会な
　ど実施しているものもあります。
　御活用ください。
⑪分からないところは、ぜひ伝え
　てください。一つずつ、克服し
　ていきましょう。
⑫⑬
　御家庭と連携を図りながら、指
　導の方向性の確認や体調管理、
　体力の向上につなげられるよう
　努めていきます。
⑭新入生のバス停を確認しながら、
　効率よく、できる限り短縮でき
　るように努めていきます。
⑮⑯
　御意見ありがとうございます。
　みなさんの意見を参考に、検討
　します。

①学校が楽しくて大好きです。
①学校では、家ではできない体験がたくさんできて楽しいです。
  好きな活動が増えてきました。
①イベントがいろいろあって楽しいです。
①社会見学が楽しかったです。また行きたいです。
②先生が特性を理解しよく対応してくれ、感謝しています。
②細かいところまで目が行き届き、安心して学校生活を送れます。
②言葉で伝えられなくても、先生方がわかろうと努力をしてくれていること
　がわかり、子供も、いろいろ考え伝えようと頑張っていると思います。
③自立活動の時間に、身体を伸ばすことやストレッチを頑張れるようになっ
　てとても嬉しいです。
③校内をウォーカーでたくさん歩けるようになりました。
④お友達がたくさんできたことが良かったです。
④友達や先生と過ごす時間がうれしいと思うようになりました。
④集団生活で受ける刺激がよいです。
④先生や友達と一緒だと、苦手なことにも挑戦でき、成長を感じます。
⑤鹿本小学校のお友達と交流ができ、なかなか健常者のお友達と接する機会
　が少ないので、ありがたいです。
⑥給食が好きです。おいしいです。
⑥給食のメニューのバリエーションが良いです。
⑥先生方の工夫で、家では食べられないものも給食では食べられるようにな
　りよかったです。
⑦週２回訪問に来てくれるのを楽しみにしています。
⑦病院や療育センターにも来てくれてうれしいです。
⑧虹輝祭の時に作品が選ばれて、すごく嬉しいです。

⑨しかちゃん、もとちゃんに会いたいです。写真を撮りたいです。

⑩鹿本学園独自で育児、教育などの勉強会などを開いていただきたいです。

⑪勉強がむずかしくて大変です。

⑫学校で全力投球なので、家に帰るとぐったりしていることがあります。
⑬自傷するので、困ります。

⑭バスの乗車時間が長いことが困ります。

⑮校内お泊り会がしたいです。
⑯もっとプールに入りたいです。
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 このアンケートを通して、みなさんが学校で楽しみにし
ていることや、学校生活への要望等がわかりました。 
 先生たちの励みになる回答も多かったですが、より良い
学校生活を送るための皆さんの思いも伝わりました。今回
の結果をもとに、皆さんがより楽しく充実した学校生活を
送ることができるよう、また、鹿本学園で学んで良かった
と思うことができるよう、先生たちも、日々の指導の改善
と充実に努めていきます。 
 何か学校のことで気になることがあったら、いつでも担
任の先生や副校長先生、校長先生に伝えてください。 



　　
　

　　　　　　　　○今悩んでいること、困っていること
　　　　　　　　　　・進路について

　　　　　　　　○学校への要望、意見、良かったこと
　　　　　　　　　　・普通校の生徒と、先生も交えて「障害のある人にはどういうサポートが必要」などと
　　　　　　　　　　　話し合える機会があるとよいと思っている。

　　　　　　　　　　・難しいと感じる授業について

　　　　　　◎面談を受けて
　　　　　　　　○慣れない面談に緊張した様子がうかがえましたが、みんな、評価委員の先生の話をよく聞き、
質問　　　　　　　　　した。
　　　　　　　　　また、学園生活を楽しんでいる様子や、普段思っていることなども知ることができ、良かった
です。　　　　　　　　○今回は、学期に対する要望はほとんど挙げられませんでしたが、より良い学校にしていくため
に、　　　　　　　　　困っていることは、いつでも遠慮なく教えてください。
　

平成２９年度　児童・生徒面談　まとめ

　　　　　今年度は、各学部代表の7名が、評価委員の先生と部門別、学部別に面談を行いました。

　　　   　 ◎面談で話題に挙がった内容
　　　　　　　　○学校生活について（楽しい授業、好きな理由等）
　　　　　　　　○好きな授業、苦手な授業について

　　　　　　　　○行事について（社会見学での体験、楽しかった行事等）

　　　　　　　　○先生について（授業での様子、好きな先生）
　　　　　　　　○友達について（仲の良い友達について、学校での友達関係について）

【　好きな本　】

ゆらゆらパンダ、はらぺこあおむし、おしりたんてい、１ばん、ポケモン図鑑、
写真の多い本、コンピューターのひみつ、ミッケ！　チャレンジ②
ゆめのまち、学研まんがよく分かるシリーズ、○○のひみつ本シリーズ、
えんそくバス、１００万回生きた猫、プラレールの本、どろぼう学校、
食べ物の本、ウォリーを探せ、しかけのある絵本、おにぎりの本、
アナと雪の女王、いもほりどっこいしょ、ノンタンシリーズ
いろいろバスノンタンシリーズ、植物と野菜の図鑑、へんしんロボット、
ゆらゆらパンダ、電車の本、こんがらがっち
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　　　　　　　　○放課後のこと（デイサービス等）
　　　　　　　　○スクールバスについて(運転手さんや添乗員さんとのバスの中の様子)

　　　　　　　　○進学、将来の希望について
　　　　　　　　○自分のことについて（長所や短所等）
　　　　　　　　○校舎の設備について

 これからも、児童・生徒みなさんの意見を聞き取り、将来に向けて必要な力を身に付けら
れるよう、また、より快適な学校生活を送ることができるよう、努めます。誰にでも構い
ません。気付いたことがあれば、いつでも相談してください。 
 たくさんお話しすることができるよう、さらに話しやすい環境を整えられるよう、進め
方の工夫をしていきたいと思います。 


