
 

令和３年度 静岡県立吉田特別支援学校 

第１回 学校運営協議会 議事録 
 

１ 日 時   令和３年６月25日（金） 午前10時から正午まで 

２ 会 場   静岡県立吉田特別支援学校会議室 

３ 参加者 

○委員 

【保護者】   畑  和幸 様  ＰＴＡ会長 

  【地域住民】  竹内 昭雄 様  吉田町片岡区自治会長 

  【学校運営に資する活動者】 藁科 知行 様  駿遠学園管理組合園長 

  【学識経験者】  横山 孝子 様  浜松学院大学教授 

【その他】   栗林  均 様  社会福祉法人一羊会理事長 

○学校   

校  長 赤澤 智子   副校長 山田 正訓   事務長 藤田 信義 

教 頭 植田記久乃     分教室教頭  村田 健二   小学部主事 小澤真由美 

中学部主事 齋藤 香     高等部主事 田中 康暁   肢体訪問統括 三輪 雅子 

教務主任 井鍋 恭子   コーディネーター 篠原 小春 

４ 内 容                               【進行】副校長  【記録】教務主任 

(1) 校長あいさつ          【10:00～10:20】 

(2) 委員紹介（任命状交付） 

(3) 職員紹介 

(4) 趣旨説明  

(5) 会長及び副会長選出 

(6) 協議       【進行】会長 

  ア 令和３年度学校運営方針（学校経営計画書・グランドデザイン）について 

(ｱ) 本校の説明（校長）         【10:20～11:00】 

(ｲ) 分教室の説明（分教室教頭） 

(ｳ) 質疑応答 

  イ 令和３年度コミュニティ・スクールの取組について     【11:00～11:10】 

   (ｱ) 実施計画と進捗状況の説明（コーディネーター） 

   (ｲ) 質疑応答 

(7) 学校参観       【進行】副校長 

   児童生徒の学習の様子       【11:15～11:40】 

  (8) 閉会         【11:45】 

 ※ 第１回校内コンプライアンス委員会     【11:45～12:00】 

 



５ 議事録                    ＊司)司会 委)委員 学）学校職員 

＜本校の学校経営＞ 

本校の児童生徒数は、小学部69人、中学部45人、高等部73人、計187人で内、訪問教

育は、９人。知的障害と肢体重複障害児教育の専門校。通学区域は、牧之原市 吉田町 島

田市 焼津市 御前崎市。 

教育理念「つながり合い、学び合う」 

教育目標「夢に向かって『いきいき、なかよく、すこやかに』学び、伸びゆく人」 

１ 本年度の取り組みの目標具現化の柱   

(1) 【安全・安心】 

     児童生徒が安全に安心して生活し、活動できる教育環境の整備 

     事故や災害等の危機管理体制の強化と情報共有 

(2) 【授業】 

     新学習指導要領を踏まえた指導技術や実践力、チーム力のレベルアップ 

     児童生徒が一人一人の夢に向かって「いきいき・なかよく・すこやかに」学びあう

授業づくり 

(3) 【連携】 

     つながり合う関係づくりを目指した地域・学校・家庭の連携 

     学校や児童生徒について地域への理解啓発 

     共生社会の実現に向けた地域コミュニティの拠点となる学校づくり 

今年のスローガン「地域と共にある学校」は、学習指導要領において「社会に開かれ 

た教育課程」が重要な教育理念として関連している。 

コミュニティ・スクールこそが、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り 

組むことが可能となる「地域と共にある学校」へと転換する有効な仕組みである。そこで、

開校以来大切にしてきた「地域とつながる」授業作りの実践に力を入れより強固なものに

していきたいと思っている。 

ここでつながり学習を簡単に説明する。つながり学習（つな学）という言葉は、吉特オ

リジナルワード。つな学の押さえは、「人、施設、物、自然などの地域資源を活用した学習」

として押さえている。 

 つながり学習の目的は２つ。１つ目は「いろいろな人と関わる力を伸ばす。」「好きなこ

とや得意なことを増やす。」「地域の良さを知る。」などのように、子どもたちの生活経験を

広げ、社会性や豊かな人間性を育んでいくことができる。もう一つは地域の人々に対して、

本校児童生徒への理解を促し、共生社会の実現を目指す。 

地域の人に向けた視点があるというのもポイントとして、地域の資源を活用しながら「児

童生徒の力を高める。」と「地域の力を高める。」の２つの柱で、地域で生きることができ

るようにしていく。  

  小学部では近隣施設を利用し、買い物や公園等に積極的に出かけたり、地域の太鼓名人

から太鼓を伝授してもらったりすることで質の高い授業ができると考えている。 



また、中学部では地域に関する学習（産業、特産品、施設など）の調べ学習を実施し、

地域の人材を活用し「お茶、しらす、うなぎ、レタス」等の農家さんから直接話を聞いて

質の高い授業を展開している。 

高等部は、地域への参画を目指す。地域作業を取り入れ、役場や図書館、小山城等の清

掃活動を行ったり、職場実習を地域の企業で行ったりすることで地域との関係を構築して

いきたいと考えている。実際に地域に出かけ学校と地域が連携した教育活動を実施するこ

とがキャリア教育の推進につながると考えている。 

児童生徒の「自立と社会参加を目指し」地域との結びつきを強め、子どもたちが学校を

卒業した後、地域の担い手になって「自分の地域で豊かに生きられるように」なれるよう

地域とのつながりを大切に地域全体で子どもの育成を実施する「地域と共にある学校」を

目指したい。学校は、校内で児童生徒の指導できているが、地域のどこで本校の子どもた

ちが貢献できる機会があるのかまでは把握できていない。 

そこで、自治会長さんにコーディネーターになっていただき、地域の方々の人材を紹介

していただいたり、片岡地区合同の避難訓練を計画したりすることを考えている。学校施

設をコミュニティ施設と捉え、子どもたちと地域住民との交流活動等を実施していくこと

で、本校の子どもたちが地域に貢献できる存在であることを確認できる機会していきたい。

地域の人々に学校に来てもらいボランティア先生として協力してもらったり、地域の施設

や物を使ったりする学習を展開していくことで教育活動を学校内だけにとどめず、学校外

に目を向け生活経験を広げて地域で豊かに生きていける力を身に付けたい。 

小学部「元気に なかよく すすんで 活動する子ども」 

「まわりの人や物を好きになる。」ことを一番に

考え、集団の中で自分らしさを発揮できる学習を行

っている。できること、得意なことを増やすことで

集会活動や学校外での活動にも自信をもって取り

組み、周りの人と仲良くなりたい！という気持ちを

持って校内や地域の人々につながっていく。 

＜つながり学習＞ 

始めは、「安全に歩く、過ごす。」

ことから始まり、地域の人々に元気

に挨拶したり、図書館や公園、商店

などでマナーを守って利用したり

できるよう学習していく。 

中学部「自ら動き 仲間とともに 自信をもって 生活する生徒」 

作業学習では、製品づくりを通して

働く楽しさや喜びを味わい、働く意欲

を高める。 

修学旅行では、仲間と一緒に様々な

体験をし、楽しい思い出を作る。 

生徒会活動では、「学部のために、学

校のために。」を合言葉に毎日２回活動

している。 

 

 

＜つながり学習＞ 

お茶名人になろう！ということで、今年度は

お茶のおいしい入れ方について教えていただい

ている。 

 吉田港を見に行こう！ということで、吉田の

特産物であるしらすについて調べた。 

楽しく充実した中学部生活を送ることができ

るよう、地域の方々のお力をお借りしながら、

チーム中学部で指導を行っている。 



高等部「地域の中で、自分らしく全力で力を発揮する生徒」 

地域の中で、自分らしく全力で力を発揮する生徒

を目指す。作業学習や、その他の色々な教科の授業

から働くために必要な力や、地域で豊かに生活する

ための力をつけ、それを職場実習など地域での活動

で発揮できるように取り組んでいる。高等部３年生

の生徒が、職場実習として自動車販売会社で洗車及

び車内清掃の仕事をした。この実習により、自分の

適性や課題を明らかにして進路選択をする。彼はこ

の会社に就職したいという希望を持って頑張って

いる。今後、仕事ばかりではなく地域のことを知る

学習や、３年間で自分たちの住む地域から国内の

様々なところについての調べ学習を行い、校外学習

や修学旅行で調べたことを検証する。 

＜つながり学習＞ 

地域に貢献することも目的に、地

域作業において公園や図書館、役場

での清掃や草取りを行い、その中で

地域の方々と挨拶をしたり、一緒に

作業をしたりして地域の方とのつ

ながりを築いている。また、農耕班

では、ＪＡハイナンの方の協力を得

ながら、より良い野菜を作ろうと土

づくりから頑張って取り組んでい

る。 

肢体重複学級・訪問教育 各学部の目指す姿とする 

＜肢体重複学級＞ 

 健康保持・増進を軸に周囲の人と関わり、自分なりの方法で

気持ちを伝えたり、活動に向かったりする姿を目指している。 

 行事や学習で縦のつながりや知的学級との横のつながりも

大切に取り組んでいる。 

＜訪問教育＞ 

 施設や自宅で子に会った学習を行っている。外出が可能な児

童生徒は行事等で学校に来て友だちと交流したり、通学目指し

てスクーリングしたりしている。 

＜つながり学習＞ 

 コミュニティ・スクー

ルの野菜の先生に教え

ていただきながら苗を

植えたり、近くの施設に

言って交流したりして

いる。 

 児童生徒の関わりや

表現を育てる場になっ

ている。 

＜駿遠分教室の学校経営＞ 

駿遠分教室は、草木や昆虫がいっぱいで、自然あふれる環境の中にある。生徒が生活をし

ている「駿遠学園」では、園長先生をはじめ温かい職員が支えてくださり、児童生徒は、毎

日生き生きと生活している。勉強、そして、これから始まるプールなど、どんな夏になるか

楽しみであり、また今は、時々茶畑の中を通る「機関車トーマス」に手を振ることも楽しみ

の一つである。 

本校での教育理念や学校教育目標については、地域の特性からもとても実現しやすい環境

にある。また、児童生徒や教員は、いつもこの目標を意識し、生活している。 

小学部児童９人 中学部生徒６人、合計15人。通学生が千頭と川根町から一人ずつ通って

いる。教員15人。 

児童生徒の多くは、育児放棄や虐待、家族の崩壊と、心に傷を抱えているが、駿遠学園職



員が温かく支え、また、学校で思いっきり学び、外で遊んだりして生活する中で、「強く」

「負けず」「明るく」「自分で」などと一人一人が思い、「ここで生きていくんだ！」とい

う誇りをもって生活しているように感じる。また、支えられるだけでなく、地域の方に元気

を与えるなど、「地域をつくっている！」と思えることもある。 

今後も、児童生徒が地域の中で自分達のいいところを見つけ、自信をもって地域の中で生

活できるように、職員全員で支えていきたい。 

小学部 「自分のやることが分かり、周囲の人と共に取り組むことができる子」 

中学部 「仲間と一緒に、最後まで取り組むことができる生徒」 

安全 

危機管理体制

の再確認と情

報共有 

・４月に全職員で、危機管理マニュアルを読み合った。「この時はこう

しよう。」「こういう連絡を取り合おう！」等と話し合い、その後も訓

練を繰り返したことで、安全意識が高まってきている。また、新型コロ

ナウイルスの対応としても、学園生の朝の体温や排せつ状況、食事等を

学園職員と情報共有したり、学校でも換気や手洗いなど適時実施したり

している。 

・朝の打合わせを活用し、当番が「ヒヤリハット」と感じたことを話し、

みんなで対応を考えることも行っている。 

授業 

新学習指導要

領に対応した

授業づくりの

推進 

・できる授業づくりとしては、「主体的・対話的で深い学び」をグルー

プで考える、本校から自立活動のプロセス図を教わって、実態把握や各

教科の確かな見方・考え方に生かすなど、ニーズに応じた個別の教育支

援計画・指導計画づくりにつなげていく。 

・小さいとき「靴をそろえる。」ということが、将来「道具をそろえる。」

「効率よく作業する。」ことにつながるなど、常に教育のつながりを職

員一人一人が意識したい。 

・ICT教育については、どのようなアプリが有効かを探っていく。 

 

連携 

地 域 資 源

（人・もの・

こと）活用の

推進 

・市教委や児童相談所、駿遠学園、学校、保護者等のつながりも大切に

している。定期的に支援会議を開き、情報共有をしている。今後も手を

取り合っていきたい。 

・居住地校交流や学校間交流では、コロナ禍なので難しい面もあるが、

大切にしていく。学校間交流は、オンラインで実施し、学校紹介をした。

今後もどのような交流できるかを探っていく。 

・以前、地域のお茶を摘ませてもらって一緒に飲むことをした。今後も

作業で使う空き缶集めの協力を得て、駅を活用して美術展を行うことも

行っていく。 

・教員のマネジメント研修を活用し、児童生徒が地域のいいところを見

つけて発信していくというプロジェクトを考えている。教員が連携し、

よりよい教育・発信ができるように努める。 



司)学校の中だけでなく地域とのつながりについては、どうか？ 

委)従来から学校と地域との連携が強められていて、それは大切なことであり、それがさら

に強まったような感じがする。地域の代表として十分に学校に支援できていない責任を感

じている。学校のスローガンが「地域と共にある学校」であり、我々地域としては、学校

の活動が活性できるようにしていきたい。一部の福祉活動の参加は知っているが、企業と

の連携は知らなかった。役場前の花壇や公園などの花の管理や草取りなどは、私たちも様

子を見ていいことだと感じる。企業などの社会資源とのつながりを把握していなかったが、

これから、できる範囲で広い視野に立って子どもたちの教育につながることを考え、いろ

いろな地域の皆さんと話し合いの場を設けて取り組んでいきたい。 

司)駿遠分教室と駿遠学園とのつながりについてはいかがか？ 

委)入所してくる子供は、ここに至るまでの背景が多様あり、あらゆる手立てを踏んで回復

していくことが大切。地域も自分の子どものようにかわいがってくれる。地域とつながり

ながら、学校とは体制が違うが、学校ともつながり合っていきたい。 

  １つ質問で、本校の経営計画の自立活動６区分27項目とは何か、説明願いたい。 

学）特別支援学校ならではで、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために

必要な要素であり、私たちが子供たちの実態を把握するためのものである。指導すべき課

題を明確にすることによって， 個別に指導目標（ねらい）や具体的な指導内容を作成し、

指導に当たっている。「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身

体の動き」「コミュニケーション」が６区分で、更に細かく27項目に分けられている。 

司)授業について話が出てきているが、ICT教育も含め授業についてどうか？ 

委)本日の学校からのプレゼンは、この運営協議会だけではもったいない。片岡地区は広が

りがある。地域をどの範囲までと考えるかであるが、これだけ学校でやっているので、地

域に出ていき、地域が学校となるような活動をしていくことをお願いしたい。自治会の役

員の皆さんに一人コーディネーターがいって、「地域を教室にします。」ということと、コ

ミュニティ・スクールがあることを伝えていくといい。中学部では、地域の学習を行って

いて、地元の食品会社の「かりんとう」や吉田町の商店などが廊下に掲示してある。町の

営みを学習していて、これが社会科の学習そのものである。もっともっと町に出て、実際

に地域の人にインタビューをするといい。インタビューすることで、どれだけ子どもが緊

張するか・・・それが本物の学習となる。それをもっと充実させてほしい。地域の人も学

校も「どうぞ。どうぞ。」というという関係がいい。学校も「校内の施設も住民に使って

ください。」という姿勢が良い。子どもたちが、コミュニティ・スクールを地域で行うこ

とで自然に共生となり、市町の人たちがインクルーシブになって、地域に開かれ、社会に

開かれたこの状態がカリキュラムマネージメントである。 

  また、ICT 教育については、これからやっていかなければならない。軽度の障害の子ど

もから、少人数の例えば分教室で研究してそれを本校に広げていくと子どもも教員も勉強

になる。あれもこれもとなると教員も大変になる。 

司)今日のプレゼンを是非地域でやっていただければ、学校として広がっていくことでしょ



う。また、駿遠分教室で行われている支援会議も、福祉サービスとのつながりになってい

る。保護者としてはいかがか。 

委)ＰＴＡ会長、一人の親、地元(牧之原市から吉田町へ移住したが)の人間として、周りか

ら言葉をかけていただいて地域の輪に入っている。最近はコロナ禍の中で集まりが減って

いる。偏見かもしれないが、特別支援学校の子どもが地域の中で斜め後ろから見られるこ

とが実際にあると思うが、そうではなくて地域の中で広がっていかなければならない。ニ

ュースでも、悲しい話がある。一人暮らしの高齢者が亡くなるケースは、大分経ってから

発見され、無残だと聞いたことがある。そんな社会の中、こういう地域とつながる取組が

地域の活性化に一歩つながっていける。地域とのつながりということで、ＰＴＡも「コミ

ュニティ」のＣを入れてＰＴＣＡでやっていきたい。今後ともよろしくお願いしたい。 

司)それでは、学校経営目標『目指す学校像』について、認めていただける方は挙手を。 

  (全員挙手する) 

賛成多数により承認した。続きまして、令和３年度コミュニティ・スクールの取組につ

いて説明してください。 

学)コミュニティ・スクールの活動の一つとして位置付けたボランティア先生とは、地域の方

に本校の教育に参画する一つの仕組み。竹内委員に昨年度より地域のコーディネーターと

して仲立ちしていただき、４人のボランティア先生が今年度の活動する予定。 

学

部 
ボランティア先生 単元・活動計画 時期 実施状況 

小
学
部 

大石光明 先生 

小山城太鼓保存会会長 

和太鼓の名人。 

仲間とともに地域のま

つりイベント等での演

奏を行っている。 

音楽（４年） 

12月 17日の音楽発表会で太鼓の演奏

をする。大石先生には、それに向けて

太鼓演奏を披露してもらったり、叩き

方の指導をしてもらったりする。 

10月 

 

11月 

 

12月 

12/17 

未実施 

中
学
部 

弓田康詞 先生 

ＪＡハイナン営農企画課 

お茶農家への支援を主

な仕事としている。 

小学校のお茶教室や牧

之原市のお茶の品評会

などにも関わっている

お茶の専門家。 

総合的な学習の時間（１年） 

＜1学期＞ 

「お茶でお・も・て・な・し」 

＜２学期＞ 

「お茶博士になろう(仮)」 

 1学期は美味しいお茶の入れ方を教

えてもらう。２学期はお茶の様々な種

類を教えてもらったり、お茶工場の見

学をさせてもらったりする。（１，２

学期通してお茶をキーワードに学習

の展開をする。） 

６月 

(２回) 

 

９ 月

中旬 

６/４ おい

しいお茶の入

れ方について

の レ ク チ ャ

ー・お茶クイ

ズ 

６/17 



高
等
部 

峯野利也 先生 

ＪＡハイナン営農企画課長 

榛南地区の農家を回

り、農業についての指

導をしているこの道の

プロ。 

作業学習(農耕班・１～３年） 

 農耕班の作業学習の中で、1年通し

て野菜作りのアドバイスをもらう。 

（既に昨年度末には、畑の土壌改良に

協力してもらった。） 

月１回  

５ 月

～ 

５/12  畝立

ての指導 ト

ウモロコシの

苗植え指導 

６/９、30 

肢
体
教
育 

大石清志 先生 

とうもろこし農家 

吉田町内の小学校で

農業について小学生に

教える活動など積極的

に教育に関わってい

る。 

生活単元学習（中・高肢体重複学級） 

 ５月から７月にプランターで野菜

を栽培する。苗植えから収穫の節目節

目に、生徒と一緒に活動しながら、支

柱の立て方や、芽かきの仕方等を教え

てもらう。 

３ 回

予定 

５/７ プラ

ンターの苗植

え。支柱の立

て方指導。 

７月収穫予定 

中学部の実施状況は、メールや電話はもちろん、当日早めに来ていただくことで、教員と

弓田先生が十分に授業展開について打ち合わせを行った。その結果、授業者の田中先生が、

弓田先生のおいしいお茶の入れ方の説明に合わせてさっと写真カードを手渡したり、次の話

を良いタイミングで促したりして、チームで授業を展開し、生徒たちも興味津々だった。弓

田さんが全国で販売している市販のペットボトルに使う茶葉を毎日チェックしていること

や、「水出しでも美味しいお茶ができるよ」と、生徒たちに紹介してくださるなどのサプラ

イズもあり、とても楽しい授業だった。２回目の授業では生徒たちがお茶を入れてふるまう

など、体験しながら学ぶことができた。 

高等部の実施状況は、初めて畑に一緒に出る前、峯野さんはきちんと生徒の前で自己紹介

をしてくださり、生徒たちにとって峯野先生はＪＡの農業指導の専門家であるということで

気持ちも引き締まった。この日は畝立てが主な活動でしたが、その技術だけでなく、「なぜ

畝立てをするのか。」「なぜ土を耕すのか」と生徒たちに問いかけ、畝立てをしながらその答

えを考えていくという指導をしてくださった。教員もその話を一緒に聞きながら、本物に触

れる良さを実感した。 

肢体重複学級の中学部高等部の実践状況は、はじめは高等部のみの予定でしたが中学部の

生徒もぜひ参加したいということで５人の生徒が一緒にプランターに苗を植えた。大石清志

先生は地元の農家の方ですが、肢体重複学級の生徒への指導に自ら手を挙げてくださった。

一人一人の生徒に寄り添って話かけながら指導をしてくださった。添え木の立て方など、教

員がわからないことを教えてくれるので、「とても参考になった。生徒も次は自分の番かな。」

とワクワクしている様子がよくわかった。 



委)ボランティアの先生への依頼にあたって、最初難しい感じがあったが、個人的に知人の小

山城太鼓保存会の大石先生は、説明をすると快く受けていただけた。また、夏野菜やお茶に

ついてもＪＡハイナン吉田支店長に相談してつながり、学校に来ていただき、教育内容の基本を

確認していただいた。それぞれの先生方が学校に来て活動されている報告を聞いて安心した。 

委)とてもよい取組。１つだけ、昔のことだが、中学部が生活単元学習の郷土学習で焼津のは

んぺんについて学んだことがあった。はんぺん工場を見学し、はんぺんは魚のすり身である

ことがわかった後、「おでんの中に入っている。」「おでんパーティーをやろう。」と話が盛り

上がった。おでんを作るための大根を切る係などの役割も分担したり、どうすればおでんが

できるのか考えたりした。すると、はんぺんが作りたくてなり、先生に「もう一回はんぺん

工場に行って、インタビューしたい。」とお願いできた。ところが、行くために今度はスクー

ルバスが使えないことが分かると、「路線バスで行く。」と公共交通機関を調べた。そして、

その話を聞いたはんぺん工場の方が「学校に行って教えてあげるよ。」とつながりができた。

生徒からの発信で自然に流れができて地域の学習が生まれ、生徒の主体的な姿が見られたこ

とを思い出した。開校から広がっている地域とのつながりが、コミュニティ・スクールによ

り更に広がっていくと良い。 

学)活発な協議、いただいた意見は、今年度の教育活動に生かしていくように教職員一同で共

有したい。 


