
 

令和３年度 静岡県立吉田特別支援学校 

第３回 学校運営協議会 
兼学校関係者評価委員会 

 

１ 日 時   令和４年２月18日（金） 午前10時から11時 20分まで 

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】      副会長  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】          会 長  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   進路指導主事 吉田 欣也 

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           【10:00～10:05】 

(2) 協議       【進行】会長 

  ア 令和３年度学校経営計画について（まとめ） 

(ｱ) 本校の説明（副校長）                                    【10:05～10:30】 

(ｲ) 質疑応答 

(ｳ) 分教室の説明（分教室教頭）                              【10:30～10:55】 

(ｴ) 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（まとめ）  【10:55～11:10】 

   (ｱ) 説明（コーディネーター） 

   (ｲ) 質疑応答 

(3) 報告 

  進路指導の状況（進路指導主事）                【11:10～11:20】 

(4) 閉会                             【11:20】 

 

 

 



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

司）令和３年度学校経営計画の本校の取組について説明をしてください。 

学）学校経営計画に沿って「ア 安全・安心」「イ 授業」「ウ 連携」で区切って報告する。

表の中に評価の欄は、学校の自己評価となっている。県で定められている自己評価の基

準として、 

Ａが十分目標を達成することができた。 

  Ｂがおおむね達成できた。 

Ｃがあまり達成できなかった。 

Ｄがほとんど達成できなかった。となっている。 

  安全・安心では、すべての成果目標において達成状況は良好であり、４項目ともにＡ評

価とした。達成状況のパーセンテージは、成果目標に対する個人の達成状況のＡの者と

Ｂの者の合計人数の割合になる。つまり、十分または概ね、目標を達成できていれば、

達成したと判断した。安全・安心の区分で、今年度の重点目標は「自他を尊重する心情

と互いに認め合う態度や人権感覚の向上」だった。人権については、「人権チェック等

をもとに自分自身を振り返り、常に意識して指導や支援にあたっている」という回答を

はじめ、人権感覚が高まったという者が多くあった。また、道徳については、目標の立

て方や、授業展開、評価などの難しさを感じている教員が少なからずいる。生徒指導課

の課題として、評価については、教務課等と連携し、より具体的に示せるようにしたい。 

  授業では、６項目のうち、４項目をＡ評価に、２項目をＢ評価にしました。授業の区分

の重点目標は「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」

でした。具体的な方策として、横山孝子先生と明官茂先生のお二人の大学教授を招聘し

た講演会の開催や、学部ごとに研修テーマに迫る研究を通年に渡って進めた。それらに

より、研修３年目の完成年度として、授業づくりの視点の理解が深まったという成果を

得た。また、今年度初の取組として、「一人一授業」をほぼ全ての教員で実施したとこ

ろ、教員一人一人が授業改善に向き合うための時間として、大変有益であったようだっ

た。「12 年間のつながりを基に、個々や集団の実態に合った授業づくりを実施し「柔軟

性・投力の維持向上ができた」」と答える教職員 90％の成果目標については、達成した

教職員は78％でしたので、自己評価はＢとした。成果として、保健体育課が指導方針を

明確に示し、具体的な提案や資料を沢山提供したことで、指導の方向性が共有でき、指

導内容について深く考えられたという意見が多くみられたが、一方で、肢体訪問部では

投力の部分で評価しにくかった。ということが目標数値に届かなかった要因となった。

続いて、その下の枠の２つ目のポツの「年間指導計画が保護者と共有された」と答える

教職員90％だが、今年度もコロナの影響で保護者面談の実施がままならない状況だった。

この項目のみ、調査対象者を、面談を実施した教員に絞り、その中の80％が達成したと

いうことだった。もうひとつの年間指導計画の作成は97％ではありましたが、併せて自

己評価はＢとした。 

連携では、５項目全てＡ評価としました。重点項目の「共生社会の実現に向けたコミュ



ニティ・スクールの実施」については、熱心で献身的なボランティア先生の専門的な授

業が、子どもたちの深い学びはもとより、教員の授業改善にも大きなヒントをいただく

ことができた。コミュニティ・スクールの取組のまとめについては、後ほど担当から説

明する。今年度の本校のテーマであります「地域とともにある学校」を具現化した、こ

の連携の区分の達成状況は非常に高いものとなりました。これは、「地域とともにある学

校」を旗印に教職員一丸となって取り組んだ成果であると自負しています。自己評価は

全てＡとしました。 

司）アンケートの種類と○や●の印について説明をしてください。 

学）参考資料の評価、教職員の学校全体と分掌別評価、保護者の評価、児童生徒の評価があ

る。○はよい評価、●は不十分だと思う評価、◎は今後の課題について示している。 

司）本校の取組の安全安心の評価について、意見はどうですか。 

委）道徳の指導において全体計画等取り組まれていると思うが、学習指導要領総則第７節に

道徳の考え方を焦点化していきましょうと記されている。生活や国語など各教科を合わ

せた学習として、1、２年生は、挨拶などの基本的な生活習慣を身に付けること、３、

４年生は、身近な人々と協力し助け合うこと、５、６年生は、伝統や文化を尊重するこ

となど、学年毎にやっていけば難しくない。今まだ、評価の仕方が定まっていないだけ

なので、生徒指導課が中心となって、総則を各学年で整理すると良い。 

委）児童生徒が安心安全に暮らせるのは、教育環境が整備されているから。危機管理、危機

管理マニュアル、よいマニュアルを作成されてわかりやすい。よいマニュアルなので、

取組達成状況が高く評価されている。職場の環境整備や業務改善のガイドラインが役立

っていて実践されていて良い。よい環境でできていることが児童生徒の授業にも生きて

くるので良い結果が出ている。 

委）評価がＡで、人権意識が高まっている。コロナ禍で、外部が入りにくいため学校だけで

完結されがち。外部の方の目がない中で、外部に出ていけない中で人権を考えていかな

いといけない。 

委）トラブルの陰にはチームの関係性や業務量や働き方があるときく。あらゆる分野の業務

量は増大しており改善も容易ではない。スクラップのありかた、力量形成のありかた、

マネジメントの工夫等お願いする。 

司）仕事量も増えている中で、取り組んでいければと思う。 

次に、本校の取組の授業の評価について、意見はありますか。 

委）なぜ体育の柔軟性と投力について取り組んだのか。 

学）体力テストで静岡県の投力が伸びていなかったためである。体のバランスを考えての投

げ方には技術がいる。また、12年間の目標のつけ方が難しい。肢体学級の児童生徒にと

っても、目標があるので体の使い方に着目して指導した。投げるための身体の使い方の

面で着目したが、投力を向上することは難しかった。 

委）自立活動は、教育の肝。自立活動の評価の中に「自分のことは自分でするようになった」

とある。当たり前のことだけれど、素晴らしい。支援が必要な中、キャリア教育とつな



がって自己実現、自分のことを知る、やりたいことが出てきたとやろうとする気持ちを

大切にしたい。新鮮でいい。児童生徒の評価の中で、経験を得て、やりたいことを言っ

ていい、気持ちを言っていい、言うんだということが、将来自分の生き方を選択してい

くことにつながる。卒業後の生活の質が下がるとよく聞く。どうしたら高められるか。

それが、自立活動。６区分の中から引っ張ってくることで実態の理解が深まり、担任が

個別の指導で育てていくもの。この児童生徒の評価アンケートは続けてほしい。できな

いことができるようになるといい。 

委）保護者として、「自分のことは自分でするようになった」と評価があることがありがた

い。家庭では手助けしてしまうことも、学校では時間が限られている中なのに、先生方

が待つ姿勢を徹底してくださっているのでありがたい。家でも向き合っていきたい。 

委）児童生徒の評価で「すべてがつまらない、友達と関わるのはいいけど、人が怖いし、先

生が近くにいないと頑張れなくて我慢するから」とあるが、その児童生徒に対しての支

援はどのようにされているか。 

学）生徒に寄り沿って相談を受け、支援している。先生が媒介となって楽しく過ごせるよう

に努力している。 

委）一般の児童生徒にも共通すること、家の中の我が子たちにも上手に語っていきたい。 

委）エビデンスベイストプラクティスが重要と言われる反面、その対義語のナラティブベイ

スト（個人の語りや思い、物語）の意義も問われます。個人の思いに添った方向に、説

明できる支援指導が大事。「12 年間のつながり」は評価スケールとして長すぎないか。

こどもの実態や発達像を無視したイメージや願いに陥る可能性はないか。「年間指導計

画」は、共有する機会の問題？内容の問題なのか？ 

学）キャリア教育のCMマップがあり、小、中、高の12年間で働くこと、暮らすこと、コミ

ュニケーションのそれぞれに向けて目指していく姿を取り上げている。小学部の６年間

では、好きなものや得意なことを増やすことで、人や物との関わりを広げることにつな

がると考えている。年間指導計画については、コロナ対応のため面談する機会が少なか

ったことが要因である。 

司）本校の取組の連携の評価について、意見はありますか。 

委）素晴らしい。地域とのかかわりは、県内で１番の学校だと思う。キャリア教育の何が得

意で何やりたいか、どう生きたいか考えて、高等部が出口になるとその先は学校ほど手

厚くないので、さあ、どうするということになる。この12年間が大切、その先を見た

学校であってほしい。キャリア教育や地域との連携、地域ぐるみで支援していくことが

親御さんにとっても安心できる。 

委）地域が子どもたちにどう接していくか、一部の地域の団体が、児童生徒と一緒に活動し

ている。今はコロナ禍でできないけれど、大勢の人に理解してもらえる会合や活動をや

りたいと思っている。いかにして地域と子供とが交流できるか、地域の人に理解しても

らえる場が難しい。これから新型コロナウイルスが終息したらできる限り機会を作るよ

う伝えていきたいと思っている。いかにして行けばいいか課題である。 



委）学校の生徒であっても、福祉や行政と連携していく。関わっている外部の声も聞いてみ

ると参考になる。 

委）放課後デイサービスの一員として、今年から放課後デイサービスにももえぎだよりや販

売会を開いていただいたので、「販売会嬉しかった。」「様子がみれてありがたかった。」

等の反響があった。 

学）PTA 広報委員が情報を収集して「もえぎだより」を発行している。今年は、年に２回配

布しており、多くの方に見ていただきたくて、配布するところを増やした。 

司）続いて、令和３年度学校経営計画の駿遠分教室の取組について説明してください。 

学）コロナ過でいろいろなことが起きる中、もう一度、何ができるか、来年につなげること

は何かを大切にしている。 

安全安心では、児童生徒が安全に安心して生活し、活動できる環境の整備として、毎週

日番によるヒヤリハットの情報提供により、その場でどうすれば事故が起こらないか考

え、状況に応じた対応能力の向上に役立てることができた。また、食堂が１階奥にある

など、設置の複雑さ等からも、マニュアルを確認し、誰もがどんな状況でも児童生徒を

避難させることができる力も身に付けたい。そんな訓練もできた。 

  授業では、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とし

て、「深い学び」について、一人ひとり、グループでじっくり考えることができた。「ワ

クワクする環境」「または、しっかり整理され、穏やかにスタートできる環境がある」、

『目標となる言葉の本質をしっかりとつかみ、しっかりと説明できる力』など、キーワ

ードとなる言葉がでてきた。更なる「深い学び」の実践においては、授業評価を充実し

ていきたい。ICT教育も国数などで積極的に活用し、アプリを研究している。 

  連携では、つながり合う関係づくりを目指した地域・学校・関係機関・家庭との連携強

化として、コロナ禍の中でやり方を工夫して多くの交流を進めた。福用の地域のみなさ

んに、「声を掛けていたただいて、いつもありがとうと伝えたい。」「福用が好きになっ

た。」等の言葉が出てくるなど、地域を愛し、誇りに感じる生徒が増えている。駅でプ

ランターを見てもらってありがとうのカードや写真を展示し、多くの方に見に来てもら

ったことがいい成果だった。 

司）駿遠分教室の取組の安全安心の評価について,意見はありますか。 

委）きめ細かく少人数でまとまりやすく、安定している経営だと感じた。安全安心な生活の

安心が重要。自分が安心して表現できる場を小さいころから作ってあげたい。環境上、

安全安心が大切だと感じた。 

委）ヒヤリハットを重視にしている。ハインリッヒの法則で、1つの重大事故に29の事故、

300のヒヤリハットと昔は悪い例で挙げられていた。今は、質の向上のためのサンプル、

よい情報としてヒヤリハットが使われ、重視している。危険予知トレーニングとは何。 

学）手を挟む危険がある場合、事前に注意すべきことは何かということを、意見を出し合う。 

委）その時々に確認ができるよい。学園との連携も大切になってくる。 

司）駿遠分教室の取組の授業の評価について、意見はありますか。 



学）とてもよく研修がされている。自立活動が入り込んで、一人の子にじっくりと関わり多

方面から厚く支援する。知的障害の自立活動は難しいとされてきたが、教員が自立の勉

強ができる。分教室のお子さん一人ひとりが重要な１年１年を過ごし、自立の力を付け

ることができる。キャリアの教育の力としても、若い教員にとっても役に立つ。いろん

な意味での授業で、一人ひとり力が付いていると思う。 

委）体育の授業の好きか楽しいかと聞いていることに対して、運動は認知や発達にとって重

要なのか、体育が好きでなければいけないのか、疑問がある。 

学）頑張る自分を好きに、苦しさに打ち勝とうとする自分が好きに、運動は好き嫌いがある

が、心の成長として大切にしたい。できたことをほめて、自分が好きになるように。 

司）駿遠分教室の取組の連携の評価について、意見はありますか。 

委）コロナ過で苦労しているので、工夫している中での苦労話を聞かせてほしい。 

学）リモートで行う時の環境を作ることが難しい。また、長い時間だとだれてしまって難し

いので、短時間で表現する方法に工夫が必要である。 

司）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）本校は今年度からコミュニティ・スクールを運営している。もともと「つながり合い、

学び合う」という教育理念のもと、「つながり学習」を基本としてきた本校にとってコ

ミュニティ・スクールの考え方はなじみやすいものだった。その中でも新しい制度とし

て始めた「ボランティア先生」について、今回は１年のまとめをしたい。 

４人のボランティア先生にアンケートを取った結果、３年計画で考えてはいるが、来年

度も全員から継続というお返事をいただいた。また、皆さんが児童生徒の変化を実感し、

うれしく感じられていた。有難いことに、皆さんが、「来年はこうしたい。」という新た

な目標や計画の改善点を考えている。さすが、その道の専門家の方だな、と思うと同時

に、先生たちも「ボランティア先生」を楽しんでくださっていたのかな、と感じうれし

く思う。 

ＣＳシートとしてボランティア先生との授業について記録に残してあるものの中から、

成果と課題について。小学部は太鼓の名人大石さんの授業。児童が生き生きと取り組ん

でいたこと、表現が豊かになったことなどが良かったと感じている。来年は児童の数が

増えるので指導時間を増やしたらどうでしょうと大石さんから提案があった。これから

授業の内容を含めて話をしていきたい。中学部はお茶の名人弓田さんをお茶名人とする

ことによって生活単元学習の中心課題が明確になり、１，２学期の継続的な学習のかな

めとなったと成果をあげている。弓田さんからは「今年見学してもらったのは紅茶の工

場だったが、牧之原と言えば緑茶なのでぜひその工程を見せたい」との申し出があり、

来年度は６月に工場に行くということで計画が立てられた。来年度も 1 年間継続した生

活単元学習の要としてボランティア先生が位置づけられた。高等部肢体学級では生徒た

ちが大石清志先生の話を真剣に聞き、いろいろな情報を得ることができたという成果を

感じている。大石さんからは夏野菜なので来年度の取り組みを早くしたらどうか、とい

う提案があったので、来年度は作付けを早くしようと計画している。高等部はＪＡハイ



ナンの峯野さんが、毎月１回来校し、今週 16 日まで農耕班の生徒とともに作業をした。

土壌改良やその他の色々なアドバイスのおかげで去年はうまく育たなかったブロッコリ

ーなどの野菜も今年はたくさん収穫ができたし、生徒たちも峯野さんにいろいろなこと

を質問して、作業に主体的に取り組むようになった。来年度はさらに峯野さんの無農薬

野菜についての知識を生かした作業ができるよう、話し合いを進めていきたい。 

今年度から始まった「ボランティア先生」は、はじめ、「ゲストティーチャー」と何が違

うの？と言った疑問も教員の中から聞こえていたが、「一緒に授業を作る」という姿勢で

取り組めたこと、そのことに対してボランティア先生たちの意識がとても高かったこと

で、位置づけがはっきりしてきた。今後も継続できるよう教員間での情報共有をしっか

り行い、仕組みを定着していきたい。 

委）とてもいい取組。ゲストティーチャーとの違いは大切。喜んでいたからよかったの

ではなく、先生とコミュニケーションが取れて、年間計画で位置付けることが良い。お

茶の学習は、地域の産物であり、各教科等の授業として社会が絡まってCMとしてしまっ

てくる。先生方の意識も高まる。 

委）ボランティア先生を探してほしいと依頼があって1年経過した。成果が出て、今後に向

けての提案がなされていて、いい授業につながった。初めは心配していたが、よいボラ

ンティア先生に担当していただき、成果が十分出たのではないかと良かったと思う。来

年も続けていただけるので良かった。 

委）ぜひ続けてほしい。期待している。 

委）単発で終わらず、種まきから収穫まで続けて大変だったと思う。先程いただいた大根は

味わって食べたい。 

司）以上で協議を終了する。貴重な御意見・御感想をありがとうございました。 

 

(3)報告 進路指導の状況 

学）今年度から中学部高等部向けの「進路指導」から児童生徒が卒業後希望する進路でより

豊かに生活できるようにと「キャリア教育」となり、保護者や教職員の意識づけとした。

卒業後希望する進路で 12 年間指導していく。これまで、情報が足りない。外部機関の

声を聞く。情報交流の場を設けて対応した。職種理解だけでなく、自己理解や他者理解、

自己肯定感などを、年間つながりある活動をもって身に付けていき、育てていきたい。 


