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令和３年度 静岡県立吉田特別支援学校 

第２回 学校運営協議会 
 

１ 日 時   令和３年10月 29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】      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   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年度学校経営計画取組進捗状況について 

(ｱ) 本校の説明（副校長）           【10:05～10:35】 

(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     【10:35～10:50】 

   (ｱ) 進捗状況の説明（コーディネーター） 

   (ｲ) 質疑応答 

(3) 報告 

  本校各部等の状況（各部主事・肢体訪問統括主任）        【10:50～11:10】 

(4) 学校参観       【進行】教頭 

   児童生徒の学習の様子       【11:15～11:55】 

(5) 閉会                             【12:00】 
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５ 議事録                  ＊ 司）司会 委)委員 学）学校職員 

 

＜本校の学校経営中間報告＞ 

取組目標 進捗状況 

ア 安全・安心 

「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」 

人権感覚チェックシートを使い教員は年に数回チェックを行ってい

る。チェックすることで教員が自分自身の指導や行動を振り返るきっ

かけになっている。また、子どもたちと保護者には学校生活アンケー

トを実施し、子どもの状態を把握している。 

ヒヤリハットの報告が、医療的ケアで12件、保健室関係で４件報告さ

れた。ヒヤリハットは一定数生じるものだが、小さな事案も報告し、

共有することを徹底している。ヒヤリハットを自分事として捉えるこ

とができるように呼び掛けている。 

各種研修や訓練では危機管理マニュアルの事前確認を行い実施してい

る。内容が実態にそぐわない場合や訓練の評価や改善によりマニュア

ルの修正も随時行っている。 

夢づくり委員会の取組として、別紙の「効率のよい会議のためのガイ

ドライン」を策定した。取組を開始してまだ間もないので、今後の成

果が楽しみである。定時退勤日を木曜日午後５時30分に定め、実施率

は100％を継続している。 

イ 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」 

 

１学期は助言者の招聘し学部毎に校内授業研究会を行い、「各教科等の

見方・考え方を取り入れた実践」について横山孝子先生に御講演いた

だいた。２学期も校内授業研究会を実施し、同日に明官 茂先生によ

る「学習評価を基にした授業改善」についての講演会を行った。また、

一人一授業という、ほぼ全教員が年間どこかで授業研究を行い授業改

善に取り組んでいる。 

根拠のある目標設定をするために、個別のプロセス図に関する研修を

３日間行った。それから、プログラミングの実践例やＩＣＴ機器に関

する実践事例等を紹介するミニ学習会も行った。 

個別の指導計画は、コロナ禍の影響で、面談はできなかったが、書面

で保護者と目標や評価の確認を行い、質問や要望に丁寧に対応した。 

柔軟性・投力に関する資料の提供をしたり実践例を掲示板で発信した

りした。また、体育の授業だけでなく、朝のトレーニングでも長期的

に取り組んでいる。 

保護者面談が未実施であるため、現状ではまだ共有はできていない。 

読書活動の啓蒙のため、たくさん本を読んだ子供に多読者賞を贈った。

読書週間は来月実施する。 
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ウ 連携 

「共生社会の

実現に向けた

コミュニテ

ィ・スクール

の実施」 

必要に応じケース会議を実施している。今後は関係機関と連携を強化

したい。 

今年度の取組を全員の目に触れやすい職員室中央に掲示した。居住地

交流をはじめ、小学部では地域のごみ拾い、中学部では地域の特産物

の現地調査、高等部の地域作業など、たくさんのつながり学習が行わ

れている。後ほど部主事からも説明がある。 

進路学習会や事業所見学を行った。来月は、教員による他学部参観を

実施する。小学部の教員が高等部に、高等部の教員が小学部になどと、

12年間のつながりを意識するための、本年度から初の取組となる。 

吉田町役場をはじめ、新しい生活様式に則り、校外での作品展示を推

進した。 

交流籍では、児童生徒の紹介ポスターを作成し取り組んでいる。コミ

ュニティ・スクールについては、後ほど説明する。 

＜駿遠分教室の学校経営中間報告＞ 

取組目標 進捗状況 

ア 安全・安心 

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 

教育公務員と

しての倫理観

の向上  等 

 

４月の防災マニュアルの確認や月１回の安全点検の実施など危機管理

を意識し、環境整備を行うことができている。また、毎週日番がヒヤ

リハットを発表し、生活の中における危険について情報共有ができて

いる。蜂に刺されたり、床が滑りやすかったりしたので、常に環境を

整えている。 

学園との朝の健康状況の連絡、手洗いや消毒の徹底など「新しい生活 

様式」に基づき衛生環境を整えることができている。食事においても、

約束を守れる児童生徒が増えるなど、意識も高まっている。 

人権では、定期的な人権チェック、夏の人権研修等をとおして、「くん・

さん呼び」、着替え時の配慮した対応など児童生徒の人権を意識した指

導ができている。 

防災では、実践的な防災訓練等をとおして、児童生徒が、約束やルー

トを守り、落ち着いて避難できるようになった。訓練を継続していく。 

倫理面では、「みんなで、考えよう不祥事根絶」を合い言葉にアイデア

を出し合った。交通事故「０」は、継続している。職員安全衛生委員

会では、テーマを設定し、全員が風通しの良い職場づくりを考え、生

活している。10、11月は、「心温まること・言葉」に取り組んでいる。

放課後以降の時間の使い方や空き時間の確保など、学部で協力して有効

に時間を使っている。会議も事前に資料を配布するなど、効率化に努め

ている。職務改善アンケート実施中。 
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イ 授業 

自立活動６区

分27項目を活

用した実態把

握と個別の教

育支援計画・

個別の指導計

画の実施状況

の評価と改善 

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 

スポーツへの

興味・関心と

体力の向上 

授業について本校から講師を招聘したり、研修会に参加したりと、児 

童生徒の実態調べについて今後も研修を進めていく。また、それに併 

せて、どう指導を進めていくかも検討していく。 

事前研修や事後研修では活発な協議が行われ、「深い学び」についてポ 

イントとなる点が、少しずつ整理できてきている。 

情報科を中心にICTを利用した学習が少しずつ進んでいる。興味・関心 

を示す児童生徒もおり、継続していきたい。 

学部で協力し合い、「深い学び」につながる授業づくりに向けて、日々 

検討を進めている。また、「深い学び」にアプローチする「見方・考え 

方」についてもキーワードとなる言葉が少しずつ出始め、整理が進ん 

でいる。今後も継続していきたい。 

工夫された種目を取り入れた「スポーツフェスタ」を実施したり、最 

新のダンスを取り入れたりすることで、興味・関心をひく、学習を進 

めている。自然に体を動かし、運動を楽しめる児童生徒が増えてきてい 

る。 

身辺処理については、保健課等より食事や清掃などの資料を提供して

いる。個別の指導計画の内容と児童生徒の課題、指導方法についても、

関連を持たせたい。 

ウ 連携 

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 

 

児童相談所や市教委、市福祉課等と定期的にケース会議や連絡を取り合

う中で、家庭の状況やニーズ等を把握してきた。後期は、進路に関わる事

が多く、さらに連携を強化していく。 

各学部ともリモートで学校間交流を実施した。地域の友達の様子を知る

良い機会となった。 

中学部は、自分の好きな地域の写真を撮り、福用駅で写真展を行った。

間接的ながらも地域とつながる良い機会となった。今後も、お便りの配

布や駅への花の設置などを進めていく。 

ホームページは、学部の様子を24回、美術作品は、９回更新でき、保護

者や地域の方に情報発信ができている。 

 

司） 質疑応答に移ります。御意見や御質問のある方お願いします。 

委) 教職員の働き方改革として、ガイドラインのほかに取り組んでいる対策はあるか？ま

た、一人一台iPad配布があるが、補償が心配。 

学） 県で様々な休暇が保証されている。夢づくり委員会では他にも働きやすい職場にしよ

うという取組として「三方よし（自分よし、相手よし、みんなよし）」というキャッチ

フレーズを基に、日番が職員に呼びかけをしている。ボトムアップで、職員の中から意

見が上がってくるようにしていて、夢づくり委員会が、率先して職員に呼び掛けている。 
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学） 人には、得意不得意がある。得意なことを生かして仕事ができるようにと考えている。

苦手なことは得意な人に手伝ってもらい、得意なことで助けていくというように、助け

合っていけるといい。それが、子どものために、子どもたちの成長につながる。達成感

や成就感を感じることのできるやりがいを感じる仕事にしていきたい。 

学） 会議の拘束する時間を短くするなどして、自分たちがやりたい仕事に時間を設けてい

く。部主事が仕事の量や総労働時間を確認し、サポートしている。 

昨年度から、勤務時間を県がパソコンの立ち上げ等を基準にデータでとる仕組みとな

った。教頭中心に職員安全衛生委員会で時間を見える化して確認し、効果を上げている。

体にゆとりがあると心にもゆとりがあるので、45時間を超えないように心がけて声を掛

けることを行っている。 

学） GIGAスクールについては、内容の充実を進めている。タブレット破損については、丈

夫さ、補償等どうしていくべきか検討している。 

委) 警察官の悪いニュースや、吉田ではないが学校での悪いニュースがある。そうならな

いように、取組がなされていると感じた。 

   GIGAスクールについても、破損は心配なのでお願いしたい。 

学) 今は手探りで行っている。タブレットについては今後、段階を踏んで使用していく。 

委) 本校・分教室ともに進捗状況を聞いて、学校経営がとても良く行き届き、教員が伸び

伸びと授業力を向上させている様子が窺えた。特に、「一人一授業研究」は力になる。

教員の学部間交流も素晴らしい取り組み。大きな学校はやりたくてもなかなかできない

が‥。校長先生、副校長先生、教頭先生、主事さんたちの連携したリーダーシップと実

行力で、地域と一体となった「学校力」としてぐいぐいと進んでいることがよく分かっ

た。校長先生の「教員の得意なところを伸ばす」は、子どもを育てることと一緒。問題

なのが、学校でできていて社会でできないこと。実習先の更衣室が違うと着替えができ

ない。学校では起きない出来事として、トイレでノックされるとどうすればいいかわか

らない。汚れたら手を洗ったり、着替えたりするが、決められたところでしかできない。

主体的に取り組む姿は、内面の育ちを見る。要するに、どうして手を洗うのか。なので、

小さいころから場が変わってもできるような適応力が必要。知的発達は、知能を伸ばす

ことは難しいが、適応能力を付けることはできる。本物の電車、本物のスーパー。適応

力を意識することは、キャリア教育と関連している。小学部は教師の支援が多いが、そ

の中で、目的を判断できる子どもや落ち着いて活動できる子どもをしっかりと支援して

いくことが大切。中学部は、作業中心に人から感謝される、地域から教わることが大切。

自分たちで何かやる方が、目が輝く。教わったら披露する方がやる気になる。高等部は、

地域に貢献する。自分の存在を実感できる。自分のことを理解し、得意なことを生かし

ていく。会社は難しくなく、決められた仕事をきちっとできる、所属して生きていくこ

とができるように、きちんと合った仕事を与えてくれる。子どもの将来を見据えながら

12年間のつながりを大思考・判断・表現は、人間を育てるためのもの。 
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委) 連携といえば、進路先や施設等との連携がある。学園として連携について、意見を言

う。子ども一人一人に対して、学校や施設、地域とそれぞれ子どもに求めているものが

違う。学園の子どもは、基本的な安全が保障されていない。どうやって地域の中で過ご

すかを考える。本人の力で地域につながっていくことが大事。どう生きていくか、一人

一人の力をつけていくことが大事。 

   気になっていることは、意思決定について。子どもがやりたいことを授業でどのよう

に取り入れているか。保護されてきた子どもは、既に子どもの主体は消されている。ど

うする？何する？の主体が、この世の中では大事。安全アンケートで、先生が話を聞い

てくれないとあったら、こういうことを大切にしなければいけない。 

学校と福祉はやることが多くて大変。従って教員になりたがらない。経営側から見て

みると、一生懸命やるとか、コンプライアンスとかいろいろやるために仕事が増える。

いかにやめるか。効率の良い会議のためのガイドラインもよいが、やめて実績が上がる

ものがあるといい。時間内で帰りましょうといっても、トラブルやらなにやらあるから

帰れない。子どものことを考える時間が大切。デジタルトランスフォーメーション。デ

ジタル化するからよくなることがある。ZOOMは、移動時間が削減されるから効率がいい。

やることあるけど率先して管理職である私は先に帰るようにしている。体を大切にして

ほしい。 

委) 分教室だからこそ、先生たちがやっているように、子どもが、人権の内容、自分や他

人を大切にする学習が重要。自分に得意なことがある、自信なことがあると、環境が苦

しくてもやろう、切り開こうとする。それが大事。重点目標になっているので、大事に

取り組んでほしい。 

委) 児童生徒の作品の展示はどのくらいの回数で行っているのか。 

学) 役場は毎月。ホームページでも掲載されている。図書館は期間で展示している。自治

会館はお話をいただいたが、コロナ禍でなくなり残念だった。 

委) 回数を増やしたいことがあれば、片岡会館で期間１週間、何回か少数を展示できるよ

うに検討することは可能である。 

   全般的なことで、本校、分教室共にコロナ禍においていろいろな面でご苦労が多かっ

たけれど工夫されて新しい取組を目標に向けて実践されていると感じる。安全安心・授

業・連携、それぞれ各授業等計画通り進められていると安心した。保護者との面談はど

うなっているのか。 

学) 必要に応じて面談を行っている。また、高等部は職場実習があったため、面談を行っ

た。 

 

司） 続きまして、令和３年度コミュニティ・スクールの取組の進捗状況について、コーデ

ィネーターから説明をお願いします。 
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 ＜コミュニティ・スクールの取組について＞ 

   高等部では、ボランティア先生が緊急事態宣言中以外の月は毎月顔を出してくれてい

る。「ぼかし肥」の作り方を指導してくださった。この時は、最近では手に入れにくい

稲わらと発酵のもとになるぬかを持参し、作り方のプリントも生徒にわかり易いように 

作って持ってきてくれた。稲わらを肥料づくりに投入する理由や、ぼかし肥料のよさを

わかり易く説明してくれた。生徒たちのことを理解し、支援方法を考えてボランティア

先生として授業を行ってくれているのがとてもありがたかった。10月の来校時には冬野

菜の種まきやさつまいもを甘くするコツなどを教えてくれて、もえぎ祭りに向けての準

備にも関わってくださっている。 

   中学部では、1 学期の授業「めざせ！お茶名人」で、お茶の入れ方を教えてもらい、

名人に認定していただいた。1 学期の単元に引き続き、２学期は「めざせ！お茶博士」

となった。９月は学校に来ていただけないことから、生徒たちはグループに分かれてお

茶の種類やお茶を使って製品などについて調べた。ボランティア先生に見ていただくた

めにそのグループ発表の様子を動画に取った。動画の発表を見た名人から博士として認

定され、先日は JA はいなんの和紅茶を作っている工場に招待され、見学させてもらっ

た。生徒たちの経験が広がり、保護者に発表したりおまつりにボランティア先生を招待

したりするという流れにつながっている。 

  中学部高等部の肢体学級では、５月に一緒に植えた夏野菜を７月に収穫した。一人ず

つに寄り添い、声を掛けながら一緒においしそうな野菜を取ることができた。この回で

今年度直接大石さんとふれあう機会は終わりとなったが、来年に向けて生徒たちからお

手紙を送ろうかな、という話が出ている。今後もゆっくりと生徒たちと関わっていただ

く中で毎年美味しい野菜が取れたらいいなと思う。 

  小学部では、５年生の小山城太鼓では、打ち合わせも綿密に行われ大石先生からのメ

ッセージ動画で始まり、太鼓を持ち込んで実際に叩き方を指導していただくことができ、

児童も真剣に取り組んだ。今後12月の発表会に向けて音楽の授業に入っていただく。 

このように、2 学期に入り緊急事態宣言などでどうなるかと思われたが、先生方の工

夫で単元の中にボランティア先生の指導を上手に取り入れることができた。今後は今年

度の活動を見直し、来年度以降につなげるための話し合いを行っていきたいと思ってい

る。 

 

司） それでは、質疑応答に移ります。御意見や御質問のある方お願いします。 

委)  よい取組。主体を子どもにしたい。できれば教わったらお礼におもてなし。教わった

ままにしない。その後の生活に広がっていくといい。高等部の作業も、もえぎまつりで

教わったことを披露する場にしたい。生活の中で意識してどうやれるか。絵画展も、教

員が設置するのではなくて、生徒がもっていく。そして、プレゼンを行う。「僕たちが
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作りました。」と。どこまで大人が手を出すかを見直して地域とのつながりの中で発揮

できる場を作ると良い。 

委) コミュニティ・スクールは、今年が初年度で、わからない中、ボランティアの先生に

依頼し進めてきて心配だったが、その先生方が子どもたちを理解しておられてよかった。

私も見る予定だったが、残念ながら見れず申し訳ない。でも、それぞれ各専門の先生方

によって、体験できないことを体験できたのではないかと思う。授業が実施できて安心

した。 

委) 肢体学級の野菜はどうなったかな、食べたかな。小学部の太鼓の報告の中に「こんな

に話を聞いてもらえるとは思わなかったよ。」の感想から、何かしてあげるのではなく

ても子供自体の姿がお返しできるものになっている。引き続き取り組んでほしいと思う。 

司） ありがとうございました。それでは、これで協議を終わります。 

 

報告 ＜各学部の取組について＞ 

１ 小学部の取組 

     ６年生は、先週浜松の浜名湖パルパルへ修学旅行に行ってきた。今年は宿泊できず、

県内の日帰りとなってしまったが、パルパルの中で自分たちの立てた計画を何度も見直

し、「次は何しよう。」と相談し合う子どもたちを見て、大きな育ちを確認できる一日に

なったと感じだ。コロナ禍でいろいろな制約のある中、各学年で様々な取り組みを行っ

てきた。別紙で５年生のボランティア先生の様子を配布したように、初めての取組の中、

学校外の方と深く関わるということ自体の大きな意義を感じられた時間となった。初め

てのことや人に慣れるまでに時間のかかる子どもたちだが、太鼓のかっこよさに魅了さ

れ、これまでないような真剣に話を聞く姿「どうやったら太鼓名人のようにできるか。」

を自分なりに考えて表現する姿をたくさん見ることができた。他の学年も校外学習等で

積極的に校外に出ていけるようになり、充実した２学期を過ごしている。 

２ 中学部の取組 

１年生は、先ほどお話があったコミュニティ・スクールのボランティア先生とのつな

がりの他に、開校当時から交流を行っている老人福祉施設「ひまわりの家」に出向き、

美術の授業で作成した、「秋のタペストリー」をプレゼントしてきた。玄関先で、短時

間の交流だったが、今年度もしっかりと「学校の近隣の方とつながる。」ことができた。 

２年生は、これまで毎年、焼津にある青少年自然の家に宿泊をしてきたが、新型コロ

ナの影響により、断念し、校外学習に切り替えた。そのことにより、当たり前のように

これまで行ってきた、「焼津に泊まるから焼津の調べ学習をする。」という取組を見直し、

今年度は自分たちが住む市町について学習することにした。牧之原Ｇ、焼津Ｇ、島田Ｇ

の３グループに分かれ、特産品や名所について調べ、地元の良さを知ることをねらいに

行った。牧之原グループは、塩保存会の方に来校いただき、海水から塩づくりを行った。

伝統の塩づくりを教えていただくことができただけでなく、出来上がった塩を家に持ち
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帰り、家族に話すことで、学習が広がった。焼津グループは、「カツオ」に焦点を当て

た。焼津水産高校から一本釣りの竿を借り、体育館で模擬の魚を釣る体験をしたり、柳

谷本店という鰹節の会社とつながり、鰹節を削ったり、出汁を飲んだりした。島田グル

ープは、かつて宿場町であったという島田の歴史を学び、その中から「おもてなし文化」

について触れ、そこから、「おいしいお茶でおもてなし」することに着目した。島田市

役所の茶業振興課と島田市のお茶問屋の方に来校していただき、おいしいお茶の淹れ方

を教わり、その後の学習で、中学部の教員においしいお茶をふるまってくれた。おいし

い島田のお茶を本日、評議員の皆様に飲んでいただこうと思っていたけれど、３グルー

プとも学習のまとめとして作成したそれぞれの市のパンフレットを配りに行くため、校

外学習に出ている。 

中３は、10月 14日・15日で日帰りを２回という形で修学旅行に行ってきた。生徒か

ら「東照宮の階段は1159段だったね。」「浅間大社で合格祈願をするよ。」と生徒から発

言があり、それまでの学習が生きていることを実感した。 

学部全体の話としては、12年間のつながりを考える機会として、小学部から「学部会

の中で、中学部で身に付ける力と小学部で付けてきてほしい力について話してほし

い。」という依頼を受けたため、中学部で協議し、まとめ、その結果を小学部に伝えさ

せていただいた。小学部の職員が真剣に聞いてくれたのがありがたく、中学部の職員

もこのような機会をいただき、大変勉強になった。最後に、居住地校交流について、

昨年度は、ビデオレターのやり取りや手紙のやりとりがほとんどだったが、今年度は

ZOOMで交流する学校が増え、コロナ禍での交流が少し進化していることを感じた。 

今後は、11月末に学校祭、12月初旬に持久走大会、１月末に作業製品販売会がある

ので、一つ一つの学習を大事にしながら、中学部で付けたい力をきちんと身に付けて

いきたいと思っている。 

３ 高等部の取組 

今、校外学習や修学旅行の学習に取り組んでいる。1年生は、1学期調べた吉田町から

範囲を広げ学区内の市について、２年生は静岡県の中心である静岡市について、３年生

は修学旅行に向け伊豆や三島など静岡県の東部地区について調べ、実際に現場に行き、

調べたことを検証する。調べたことをまとめた掲示物が廊下にあるので、参観の際に見

ていただき、生徒たちの頑張りを感じていただければと思う。 

また、作業学習では来月に迫ったもえぎまつりに向けて、どの班も「お客様に喜んで

買ってもらえる製品を作ろう」と製品作りに励んでいる。1 学期に行った役場販売会で

は、お客様や来場者の声を直接聞く機会となり、その声を反映させようと、ある班では

新商品を作ったり、ある班では商品を改良したりする姿も見られ、既習のことを次に生

かす姿も見られるようになってきた。 

   ３年生については、先日最後の職場実習を終了し、現在、保護者を通して最終的な進

路希望を確認している。30名中５名の生徒が企業就労を希望しており、現時点で２名の



10 
 

生徒に求人票を出していただくことができた。あとの生徒についても実習で自分の力を

出し、よい結果を期待される。今後、卒業後の生活に向け、進路先を決めるだけではな

く一日、一週間、一か月、一年を見通し、地域で自分らしく豊かに生活できる環境作り

を少しでも整えられるようにしたいと考えている。 

４ 肢体教育・訪問教育の取組 

   子供たちの健康を大切にしながら、自分なりの方法で表現したり、伝えたりする力を

育てています。小学部では、校内散策をしていろいろなものを見つけたり、感じたりし

て、友達や先生に伝える活動をしている。さらに今年度は、吉田中央児童館に伺い、児

童館の方々にご協力いただいていろいろな活動をして楽しく過ごすことができた。中学

部では、周りの人に手作りした製品をプレゼントしたり、地域について調べたりする活

動、高等部では、島田工業高校の生徒との交流など、成長に合わせて関わる人や場面を

広げている。また、中学部では、萌黄祭りで演奏していただく島田商業高校へのお礼の

品として手すきのマスクケースを、高等部は来ていただくお客様にプレゼントするはし

ケースを縫製で作成している。訪問教育では、年に数回学校に集まって学習するスクー

リングを行い、いつもは会えない訪問教育や学校の友達、先生と交流している。今年度

は、高等部で作業作品のコラボとして製品作りを行い、訪問の授業で作ったチャームを

スクーリングの時に高等部の友達に渡した。もえぎまつりでは、一緒に販売にも参加す

る予定。 

学) 子どもたちの力を学校外で、本物の力でフィールドを広げていくのかが、キーポイ

ントとなる。地域住民である竹内さんのコーディネートで地域の方々が学校に入ってきて

質の高い授業をしていただき、本物に触れることで子どもたちは目を輝かせて授業に取り

組んだ。教育効果が上がったことに感謝している。地域の方々に助けてもらっている。今

度は、高等部の生徒が貢献できる、役に立てる、地域になくてはならない存在になるよう

に、草取りや掃除など地域作業で本物の作業をしていきたい。竹内さんから地域の中で高

等部ができる草取りや作業があれば、教えてほしい。お互いにWin Win でできるように、

繁栄するようにお力をお願いしたい。 


