
昨年度の課題 本年度の目標 目標達成のための手だて 自　己　評　価 学校関係者評価 今後の課題

○聴覚障害教育支援セン

ターの取組や機能、設備・

備品等の情報を「支援セン

ターだより」やホームペー

ジを通じ、今後も校内・外

へ広く発信をしていく必要

がある。

○支援センターの取組等に

ついて、校内報告会などに

おいて教職員に周知するこ

とで、支援センター担当教

員だけでなく、全教職員の

センター的機能の取組の意

識化を図っていく必要あ

る。

○関連機関や難聴学級との

連携の充実を図っていく必

要がある。

聴覚障害教育支援

センターについ

て、学校内外にそ

の取組や役割につ

いて広く情報発信

を行っていくと共

に、関連機関との

連携を一層深め、

聴覚障害教育のセ

ンター的機能を発

揮していく。

「聴覚障害教育支援センター」としての

取組の充実を図る。

〔外部支援〕①教育相談事業及び地域支

援教室を継続実施していく。（保幼・

小・中・高等学校、特別支援学校等への

継続的指導・支援、県療育福祉センター

難聴児通所との連携事業の継続実施）ま

た、相談事業の実施件数を毎学期末にＨ

Ｐに掲載し、取組状況を公開していく。

②関連機関との連携の一環として、講師

派遣を行っていく。（手話奉仕員養成講

座等、市町村教育委員会主催研究会等）

〔内部支援〕①校内の補聴環境の整備・

点検及び在校生の聴力測定を実施する。

②補聴機器の調整・管理に関して、補聴

器業者等との連携を図り、聞こえに関す

る支援を行っていく。

③児童生徒及び保護者からの相談の受け

入れを、スクールカウンセラー、養護教

諭や学級担任との関連も踏まえ、行って

いく。

〔情報発信〕学校内部・外部に向けた積

極的な情報発信を実施する。（年間４回

以上の支援センターだよりの発行とホー

ムページへの掲載を行う。昨年度末に実

施したアンケート結果を基に情報提供を

行っていく。各関係機関の情報を盛り込

んでいく。）

〔外部支援〕①教育相談業務では、就学前（保育所、幼稚園）の支援を始

め、小・中学校への支援回数は31回（前年比2回増：6.9%増）となってお

り、本校への支援の期待がさらに高まっている（一昨年度からは47.6%の増

となっている）。また、サテライト教室及び難聴児通所との合同相談会も10

件（前年比5件増:50%増）の実績を上げている。さらに、電話・FAX・メール

相談の合計が152件、来校（校外）・来室（校内）相談22件にも随時対応し

た。また、聾学校の支援内容を知ってもらい、センター的機能を利用しても

らうといったことで、県立療育福祉センター難聴児通所からの依頼で、「こ

とばの探検隊」として、難聴児通所を利用している幼児に言葉の指導を行う

とともに、保護者に対して言葉の指導、就学に関する情報提供を継続して

行ってきている（年間6回）。同施設利用者と本校とのつながりを作り上

げ、継続できていることは大きな成果であったと捉えている。

②地域の教育委員会主催の研修会講師（高知市1回）、小・中・高等学校の

校内研修会等講師（3回）、手話奉仕員養成講座及び手話通訳者養成講座の

講師（8回：ほぼ定例化）として出向き、聴覚障害児の理解・啓発及び地域

貢献に努めることができた。

〔内部支援〕①校内では全幼児児童生徒の聴力測定及び補聴器の点検・整備

（毎月、業者と連携して実施）を着実に実施できた。また、FM補聴システム

の送信機及び受信機の管理と生徒の聞こえの状態管理（業者との連携）を行

い、より適切な聞こえの状態を生徒に提供することができた。

②聴覚障害教育支援センターを生徒や保護者、教員の「相談室」として昨年

度から位置づけ取組を行ってきた。本年度、来室相談は7件あり、月1回のス

クールカウンセラー事業と共に生徒・保護者・教員の悩みごと・困りごと相

談の受入場所として位置づくことができている。

〔情報発信〕「支援センターだより」を現在までに5回発行（ホームページ

にも掲載）することができた（本年度中に6回目を発行）。聴覚障害教育支

援センターとしての取組の紹介や児童生徒・保護者が気軽に相談できる場と

しての存在をアピールできた。聴覚障害教育支援センターの取組に対して、

全教職員が全面的にバックアップしていく意識が高まっており、教員各々も

専門性の向上に日々努力している姿がある。

Ａ

　教職員の評価は向上したようなので、今年度の取組を継続し

ていただきたい。保護者の評価が「見えないことなので」と

あったので、保護者への情報提供もホームページと紙ベース両

方で継続するとともに、「外部への支援はろう学校としての教

育力向上に寄与する」ということをぜひ伝えていただきたい。

　センターとしての各種実績が上がるなど取組が進んでおり、

また、教職員全体の取組となっていることもうかがわれ、評価

できる。

Ｂ

○聴覚障害教育支援センターの

取組や機能、設備・備品等の情

報を「支援センターだより」や

ホームページを通じ、今後も校

内・外へ広く発信をしていく必

要がある。

○支援センターの取組等につい

て、校内報告会などにおいて教

職員に周知することで、支援セ

ンター担当教員だけでなく、全

教職員のセンター的機能の取組

の意識化を図っていく必要あ

る。

○関連機関や難聴学級との連携

の充実を図っていく必要があ

る。

平成２５年度　学校評価シート

１　目指す学校像

２　本年度の重点教育目標

３　評　　価

　（高知県立　高知ろう学校）　　

○目的（ミッション）：「聴覚障害教育の学校として、存在価値のある学校になる」

○方針（ビジョン）　：「子どもたちが元気に充実した学校生活を送り、満足（感動）して進級・卒業

　　　　　　　　　　　　できる学校を創る」

項　目

○学校教育目標（１）障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し、豊かな知性、理性・感性を持つ人間を育てる。

　　　　　　　（２）自他を大切にし自主的、創造的に行動する人間を育てる。

　　　　　　　（３）社会連帯、協調の精神を養い、勤労と責任を重んずる個性豊かな人間を育てる。

（１）聴覚障害教育のセンター的役割　　　　　　　　　　　　　　（４）教職員の専門性の向上、指導力を高める研究・研修の推進　　　（７）職員の服務規律の遵守

（２）家庭・地域との連携及び学校評価の活用と推進　　　　　　　（５）健康・安全に配慮した環境の整備

（３）子どもが主体的に学び、学習意欲が持てる環境づくり　　　　（６）キャリア教育の推進と進路指導の充実

聴覚障害教育

のセンター的

機能の発揮と

体制の充実

学

　

　

習

　

　

指

　

　

導

○学習サイクルの定着と家庭学

習の習慣化に向けた取組を強化

していく必要がある。

○児童生徒の実態に即した授業

評価票（教員用、児童生徒用）

の活用を図ると共に、教員間や

子どもたちとの間での評価の共

有化を図っていく必要がある。

○家庭学習の習慣化に関する取

組を教員間で共通理解を図り、

より効果的な取組を検討し、学

習サイクルを形成していく必要

がある。

家庭学習の習慣化

を意識した学習サ

イクルの確立に取

り組む。そして、

授業評価票（教

員、児童生徒）の

活用、授業研究協

議を通して、子ど

もが分かる授業づ

くりに取り組み、

学力の定着・向上

を目指す。

○学習サイクルの定着と家

庭学習の習慣化に向けた取

組を強化していく必要があ

る。

○児童生徒の実態に即した

授業評価票（教員用、児童

生徒用）の作成及び活用を

図ると共に、教員間や子ど

もたちとの間での評価の共

有化を図っていく必要があ

る。

子ども

が主体

的に学

び、学

習意欲

が持て

る環境

づくり

①家庭学習の習慣化についての設問において、小学部の児童には「宿題を忘

れずにすることができているか」を問い、中・高生には「宿題がなくても勉

強をしているか」を問いかけたため、小学部児童からの「そう思う」の回答

が肯定的な回答の数値を押し上げた形になっている。中・高生の宿題の提出

状況を見ると、概ねできているようである。ただ、自主学習となると生徒か

らの自由記述からも分かるように、「やろうとしない」「宿題ばかりで、し

ていない」といったところが現状であろうと思われる。これらを勘案する

と、児童生徒、保護者、教職員の捉えはほぼ同じと言ってもよい。各学部と

も宿題はほぼ毎日出されており、ない場合にも「自主学習ノート」に自分で

見つけ学習を行う（提出する）といった取組を行っている学部もある。宿題

の提出や自主学習ノートの提出に対して教員は、できているときには、褒め

る、できていない場合には注意を与えるといった指導は行えているが、なか

なか定着していない現状がある。教員側の宿題等の課し方と評価のあり方、

家庭での協力体制を併せて考えていかなければならない。また、教科単元評

価テスト等は、実施教員から、正答率約80%程度であるとの報告を受けてお

り、児童生徒の各単元の理解度は満足できるものとなっている。しかし、ま

だ学習の定着が図られていない実態もあり、学習サイクルの確実な循環をさ

らに求めていかなければならない。

②公開授業等の実施にあたっては、学習の評価を明確にするために、昨年度

に引き続き、本時における「評価規準」及び「評価方法」を記載した学習指

導案の作成を徹底することができ、設定された観点別評価規準を意識した授

業づくりを行うことができた。この評価規準を意識した授業を行うことによ

り、教員の発問の明確化や児童生徒の理解度の確認が適切に実施できてい

る。

③全ての教員が2回の公開授業を実施し、その中で「授業評価票（教員

用）」（チェック項目：学習規律、授業のねらいの明確化、教材の工夫、発

問・授業展開、評価活動、個別の指導等20項目前後）を活用した、授業参観

者による授業評価を行ってきた。評価を受けた教員は次時の授業からの授業

改善に取り組んできた。また、全学部の授業評価票に自由記述欄を設けたこ

とにより、参観者からの具体的な評価（良かった点、改善点）を伝えること

ができ、授業改善に対する取組を具体化していくことができている。児童生

徒からの授業評価票も適宜活用する教員も増えてきており、子どもたちの理

解度から、自分の授業の振り返りにも取り組んでいる。また、学習の始まり

に、「今日の学習のめあて（ねらい）」を板書し、本時で何を学習するのか

を示すことで、学びを明確化していく取組を本年度から開始した。

①基礎学力の定着、学力の向上を目指す

ために、学習サイクル（授業→家庭学習

→反復学習→授業）を意識した授業づく

りを行うとともに、家庭学習の習慣化の

ために、家庭及び寄宿舎での協力体制を

確立していく。

・教科単元評価テスト等を適宜実施し、

理解度をチェックすると共に、つまずき

等に対応していく。具体的には、学習の

定着が見られるまで補習の実施や再テス

ト（例：80点以上を合格）を実施するこ

とで理解の向上を図る。

②学習指導案の充実（観点別評価の規準

の重視）

③子どもが分かる授業づくりのために授

業改善に取り組む。

・各教師が、公開授業を実施し、参観者

からの授業評価票を受け、その結果を各

学部において、情報の共有化を図り、学

部内で授業改善に反映させていく（授業

評価票の活用）。

・授業評価票に低い段階の評価をつけた

場合には、評価理由を記入するように

し、数値評価だけではなく、より具体的

な評価が実施できるようにしていく。

・指導形態の改善、工夫を行い、教育効

果の向上を図る。

・児童生徒による授業評価票を適宜活用

し、分かる授業を目指す取組を行う。

Ｂ

　家庭学習の習慣化のためには適切な課題設定、肯定的な評価

などが必要になると思う。しかし、①宿題自体が終わらない子

どもへの対応、②宿題以外にどのように主体的に適切な課題設

定をすればいいか分からない「何をしたらいいか分からない」

子どもへの対応を分けて考える必要がある。①は宿題の量や学

習保障の問題であり、必要に応じて居残りや朝や休み時間での

支援等の加力が有効であろう。②については「どうすればいい

か」の適切な課題設定のための「具体的な方法論」の教示が必

要になる。そして、肯定的な評価によって行動を強化する必要

があると考える。

　目標達成に向けた取組みが着実に行われていることがうかが

われるが、あえて言えば、自主学習の定着が進むことを期待す

る。

Ｂ



昨年度の課題 本年度の目標 目標達成のための手だて 自　己　評　価 学校関係者評価 今後の課題項　目

個別の

指導計

画の策

定

○個別の指導計画（年間計

画及び「学びのチェッ

ク」）を各学期末の面談時

に配布し、保護者と教員の

確認のもと、次の指導及び

学びへとつなげていくこと

が必要である。

保護者と協力し合

い、実効性のある

個別の指導計画の

作成を行うと共

に、学びのチェッ

クを適切に実施す

ることで、分かる

授業づくりにつな

げていく。

①ＲＰＤＣＡサイクルを念頭におき、全

教科・領域等の個別の指導計画及び年間

指導計画の作成を行うと共に、必要に応

じて改善・改定を行っていく。〔Ｒ（実

態把握）、Ｐ（計画）、Ｄ（実施）、Ｃ

（評価）、Ａ（改善）〕

②各学期ごとに、教師と保護者の間で計

画の成果と課題を確認するために、懇談

時及び家庭訪問時において、個別の指導

計画を提示し、学びのチェックと保護者

の意見の聴取を行っていく。また、懇談

等で個別の指導計画を保護者に配布し、

計画や成果を十分に理解・把握してもら

うと共に、家庭において子どもとの学習

に関する対話につなげ、学習の到達目標

の再認識をしてもらう。（面談時におい

て、個別の指導計画及び通知票を活用し

ていく。）

①学期末ごとに、「学びのチェック」を行い、個別の指導計画の確認・見直

し等、ＲＰＤＣＡサイクルを意識した取組が行われている。このように、毎

学期のチェックは、生徒の学習の達成度の確認だけではなく、教員の指導計

画の見直しや授業チェックに役立っており、今後も継続していく必要がある

と認識している。

②アンケートの「先生方は、個別の指導計画や年間指導計画を作成し、学び

のチェックを適切に行い、保護者に提示しているか」という設問に対して、

保護者からは「いつも、こうしていきたい等の相談がある」「詳しい（細か

い）指導計画等に毎回驚いています」との高い評価をいただくことができ

た。その結果、「そう思う」の回答が13.5ポイントの増、「ややそう思う」

が1ポイントの減、そして「あまり思わない」「思わない」といった否定的

な回答及び「分からない」といった回答がゼロとなったことは、学びの

チェックへの教員の取組（保護者への配布・説明・確認の取組）が理解さ

れ、評価されたものと受け止めている。保護者との懇談においては、子ども

たちの成長ぶりや、今後の課題について話し合いがなされていることも、ア

ンケートの自由記述からうかがえるが、まだ十分な活用に至っていないとの

教員側の記述もあることを今後の課題として捉えて行く。全体の取組とし

て、引き続き各学期に個別の指導計画（指導計画、学びのチェック）の配

布・説明・確認をていねいに行っていくことで、本校の学習指導に関しての

説明責任を果たしていく。

Ａ

　「作成はしているが、活用できていない」の保護者のコメン

トにあるように、協力した作成・計画に基づく協議は達成され

ていると考える。一方で重要なことは、計画が「日々の授業」

とどのように連動されているかであるので、日々の授業や特に

研究授業の際には、個別の指導計画の項目や内容を反映させた

形で授業案を作成するなどを意識していただきたい。その授業

場面で見られた子どもの成長と課題をぜひ個別の指導計画に基

づいた保護者との協議で共有していただきたい。

　個別指導計画の作成がしっかりとなされ、授業の改善等につ

ながっていること、また、アンケート結果からも、保護者の満

足度も十分であるなど、評価できる。
Ａ

○個別の指導計画（年間計画及

び「学びのチェック」）を保護

者と教員の確認のもと、次の指

導及び学びへとつなげていくた

めに活用を図っていくことが必

要である。

○教職員の聴覚障害教育の

専門性及び教科指導力を更

に向上させるために、研修

内容・研修方法を教職員の

ニーズに合ったものに再構

築していく必要がある。

聴覚障害教育につ

いての専門性及び

手話等のコミュニ

ケーションスキル

の専門性の向上を

図る。

①専門性向上研修も6年目を迎えるにあ

たり、専門性向上研修プログラム（アド

バンスステージ）に沿った研修を実施し

ていくと共に、人材育成（研修会講師が

できる力を身に付けてもらう）を行う。

②校内手話検定等を受検し、手話力の維

持・向上を図る。（全教員が前年度より

1つ上の級を目指す）

③特別支援学校教諭免許状（聴覚障害教

育）の所有者の増を図るために、夏季休

業中の認定講習の受講を推奨する。（県

の特別支援学校教諭免許状の保有率向上

8カ年計画に則った行動計画）

④公開授業後の研究協議の充実を図る。

①本校の経験年数により3講座（新任者、2年目、3年以上）に分けて、それ

ぞれの段階の教員の能力に応じた聴覚学習を6回実施した。その中で、各講

座の講師を本校教員が実施していくことで、教える方も学ぶ方も専門性の向

上が図られている。また、体験型講義（業者に依頼し、補聴器のフィッティ

ング講座）や実践型講義（実際の聴力測定）を組み入れることにより、より

実効性のある講義を計画してきた。手話学習は、外部講師を招き8回実施

し、寄宿舎においても、同外部講師により手話学習を2回を実施した。参加

率は学校、寄宿舎ともほぼ100％。校内講師の育成も順調に行えている。

②校内手話検定において、2級7名、3級7名、4級1名、5級9名が受検。この中

で2級の手話力は、専門的な会話ができるレベルとされており、教職員の手

話力の向上が一段と進んできている。

③認定講習の受講人数は、22名となっており、過去最多の受講者数となって

いる。県教育委員会から出された「特別支援学校教諭免許保有率向上8か年

計画」を受けて、免許取得に積極的に取り組んでいる。現在、正教員におけ

る聴覚障害教育領域の免許取得率は、43.8％であるが、免許申請可能者には

随時申請を促し、免許状の取得をしてもらっている。また、2種免許を取得

した者は、より高い専門性を身につけるために、さらに上の1種免許取得に

も臨んでいる（３名が受講し、単位取得済）。

④前年度に引き続き全教員が2回の公開授業を実施。実施された授業の評価

として、授業評価票を用いて、学習規律、ねらいの明確化、教材の工夫、発

問・授業展開、評価活動等、20項目について4段階評価を授業を参観した教

員から受け、授業改善に活用した。公開授業後の研究協議も、授業をビデオ

録画し、省察することにより研究協議の充実に努めた。一人一人の授業の省

察が、みんなの振り返りとなり、授業力の向上（聴覚障害教育に関する専門

性と教科指導力の向上）につなげることができた。

Ａ

　「自分で学んでいくには分かりやすい教材があまりない」と

教職員の意見から、可能な範囲でもかまわないのでろう学校と

しての独自の「教材の開発(DVDや写真など)」が重要になると考

える。ろう学校のセンター的役割とともに、日常場面で使用頻

度の高い手話などを学校現場の視点で構成すると、ろう学校の

教職員や保護者、関係者にとって有用な教材となるのではない

だろうか。「自分で学ぶ」ための市販教材をリスト化する、可

能な範囲で購入して貸出する、市販されているような「立派」

なものでなくても構わないので独自に作成するなどの教材開発

が今後は重要だと考える。

　教職員の手話技術の向上や、特別支援学校教諭免許状取得な

どが学校全体として取り組まれており、かつ、成果も上がって

いるなど、評価できる。
Ａ

○教職員の聴覚障害教育の専門

性及び教科指導力を更に向上さ

せるために、教職員のニーズに

合った内容や方法で研修を行っ

ていく必要がある。

○専門教材の情報の共有化を

図っていく必要がある。

○「高知県のキャリア教

育」で示されている3本柱

を意識した、本校独自の

「キャリア教育学習プログ

ラム」を展開・推進してい

く必要がある。

本校独自の「キャ

リア教育学習プロ

グラム」を活用

し、系統的なキャ

リア教育を推進

し、児童生徒の勤

労観・職業観を育

てるとともに、一

人一人の社会的・

職業的自立に向

け、必要な基盤と

なる能力や態度を

育てる。

①「高知のキャリア教育（高知県教育委

員会）」を踏まえた本校独自の「キャリ

ア教育学習プログラム」の運用を開始

し、個々の実態に応じた支援を行う。

②「キャリア教育学習プログラム」の実

施により、聴覚に障害をもつ社会人（本

校卒業生及び協力してくださる聴覚障害

者）の体験談から職業観や在学中に身に

付けておかなければならないことを学

ぶ。

③中学部３年生から高等部全体における

就業体験学習を実施するとともに、就業

体験内容等をまとめ発表する活動を行う

ことで、プレゼンテーション力の育成も

図っていく。

④進路通信等を年間4回以上発行するに

より、情報提供を積極的に行う。

①本年度、完成した本校の「キャリア教育学習プログラム」の運用を開始し

た。学力向上、基本的生活習慣の確立、社会性の育成を全教員が意識し、普

段の授業（教科学習、自立活動、総合的な学習の時間及び生活単元学習等）

や日常生活の場面を通して、児童生徒の全人的な育成を意識した取組を行っ

てきた。また、高等部生に対して、ハローワーク高知からは学卒担当者、障

害者職業センターからは講師を招き、進路希望や情報収集といった職業相

談、聴覚障害者の社会生活や職業生活についての話をうかがうといった職業

ガイダンスを実施してきた。

②キャリア教育推進プランⅠにおいて、小学部（6月）は「大人になるまで

のライフステージ」について学び、将来やりたい仕事やそれまでにやらなく

てはならないことなどを学習した。中学部（7月）では、本校の卒業生を招

き、学校生活での努力や職業生活での留意事項などについて、実体験に基づ

いた話を聞くことができた。また、キャリア教育推進プランⅡにおいて、自

分の就業体験学習等での取組の様子や体験のまとめの発表会を行い、プレゼ

ンテーションの力をつけるとともに自分なりの職業観をもつことができた。

③中学部3年生から就業体験学習に取り組むことで、働くことへの意識づけ

が行えたこと、将来の就業に向けての課題が見えたことが大きな成果であっ

た。早期からの就業体験の必要性を実感した。

④「進路通信」は年間4回の発行。内容も連載ものとして、昨年度も好評で

あった「あの先生のあの時」を継続連載した。また、大学に関するＱ＆Ａや

修了生から在校生へのアドバイス、進路や伝記に関する図書の紹介を行って

きた。

Ａ

　子ども本人や保護者に比べて、教職員が比較的課題を感じて

いた。子ども本人や保護者は「夢や目標をもつ」ことができて

いるとしても、教職員は「テストの点が取れない」「指示され

ている」など「職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態

度を育てる」につながっていると感じていない点にずれがある

と考える。「夢や目標をもつ」ことが「日々の活動」を頑張る

ことなのだと本人に分かるように伝える、夢と日常の生活をつ

なげる教育活動が必要だと考える。

　学校独自のプログラムの作成や中学校からの体験学習の実施

など積極的な取組みがなされており、評価できる。

Ｂ

○「高知県のキャリア教育」で

示されている3本柱を意識し

た、本校独自の「キャリア教育

学習プログラム」を活用した

キャリア教育を展開・推進し、

将来の夢をもった子どもたちを

育てていく必要がある。

キャリア教育

の推進と進路

指導の充実

教職員の資

質・指導力の

向上



昨年度の課題 本年度の目標 目標達成のための手だて 自　己　評　価 学校関係者評価 今後の課題項　目

○積極的に地域に関わる活

動が必要である。

評価委員の意見、

評価アンケートの

客観性をもとにし

た学校づくりを行

う。

①学校の地域開放を積極的に実施する

（放課後、長期休業中の中庭の開放及び

体育館の社会体育への開放）。

②地域との関わりを意識した校外学習の

設定や近隣の保育園・小学校・高等学

校、特別支援学校等との交流を積極的に

行う。

③生徒会美化委員が主体となり、地域へ

の貢献活動（清掃活動等）を実施する。

また、手話奉仕員養成講座への講師派遣

により、地域貢献に寄与する。

○地域との交流に関わる情報発信・学校

のＰＲをホームページの活用をとおして

行っていく。

①学校資源の開放として、地域の子どもたち（放課後等）や社会人（高知市

との連携）に学校施設（中庭遊具や体育館）を開放してきた。特に社会体育

への体育館開放は、ほぼ毎日利用がなされている状況となっており、学校資

源の有効活用が進んでいる。

②学校と地域との交わりの機会として、商店街（魚屋、うどん屋、郵便局な

ど）への校外学習、近隣保育園には園庭開放に参加し、交流を行ってきた。

その中で、第六小学校との交流及び共同学習も20年目となり、聴覚障害児の

理解・啓発が相手校に浸透してきたと同時に、本校の児童の学習における集

団保障の場を提供していただけているといった有意義な交流が実施できてい

る。また、毎年7月に寄宿舎で開催される｢七夕まつり」には、地域の方々が

たくさん参加してくださり、模擬店の舎生とのやりとりを通した関わりがも

てている。2月の創立記念日行事には、「地域親睦餅つき大会」を初月地区

青少年育成協議会の方々を中心とした協力体制のもと、取組が行えている。

餅つき（蒸し初めから、餅つき、あんこ入れ、そして最後のパック詰めまで

を体験学習すること）を通して、地域の方々との交流や聴覚障害児の理解の

機会となっている。

③生徒会美化委員が、地域貢献として清掃活動を計画（各学期1回）してき

た。雨天時には実施できないこともあったが、地域貢献活動としての清掃活

動の取組を継続していこうという意思は根付いてきている。また、手話奉仕

員養成講座への講師は、８回（前年度より２回の増）の派遣を行った。

○学校からの情報発信として、ホームページに加え、昨年度の4月からブロ

グを開始した。日々の教育活動等のトピックスを写真を交えて紹介してい

る。

Ｂ

　少数ではあると思うが保護者の「意見を出しても通らない」

に対する丁寧な説明を続けること、少数だとは思うが教職員の

「どのような学校評価を受けているかあまり分からない」とい

う意見に今回の協議結果の情報提供等をしていただくことが肝

要だと考える。

　さまざまな取組で、学校を開放することはできているが、更

に、地域の方々との意見交換を行い、それを学校運営に活かす

など双方向の取組も進めてもらいたい。

　努力の結果がうかがえました。

Ｂ

○保護者への丁寧な情報提供に

努め、教職員と保護者の協力体

制の強化を図っていく必要があ

る。

○積極的に地域に関わる活動が

必要である。

４段階評定（Ａ 目標を充分に達成 Ｂ ほぼ目標を達成 Ｃ やや不十分 Ｄ 改善を要する）

開かれた

学校づくり


