
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

１

専門性の向上

（幼稚部）
（乳幼児教

室）

乳幼児・幼児
の聴力及び日
常のきこえと
ことばの状態
の把握と適切
な補聴器調整
の研修を年間
10回以上う。

目標：年間10
回以上参加す
る。
80%以上

＜成果＞
・具体的取組として、１学期はベテラン教員による研修
を行った。内容は①聴力測定装置の使い方②フィッティ
ングの手順。また、③フィッティングの実技では、全教
員がフィッティング場面を見る機会を設けた。さらに、
今年度は愛媛大学立入教授による、通信制認定講習「聴
覚障害者＜聴覚心理・生理・病理＞」を６名の教員が受
講した(講座数15回)。以上の研修に年間10回以上参加し
たの職員が80%以上だった。
・「補聴器調整に関する意識調査」を実施したところ、
全員(９名)の知識が向上した。保護者向けの「担当教員
から補聴器に関する話を聞くことができたか」という問
いに対して、Ａ「十分聞くことができた」と回答した割
合は幼稚部67%、乳幼児教室38%、Ｂ「おおむね聞くこと
ができた」は幼稚部17%、乳幼児教室63%だった。Ａ＋Ｂ
の合計は乳幼児教室では100%に対して、幼稚部は84%であ
り「あまり聞くことができなかった」が１名いた。これ
は、今年度の指導体制に不備があり十分に支援できな
かった保護者がいたことがうかがえる。
＜課題＞
・研修成果を幼児の指導に活かす。
・複数の教員で指導に当たる際の互いの役割分担を明確
にする。

・今年度の研修を活かし、次年度は
できるだけ多くの教員が幼児を担当
し、実際にフィッティングする機会
を設ける。
・経験の浅い教員はベテラン教員と
一緒にフィッティングや保護者への
説明を行い、経験の違いが保護者や
幼児に影響しないようにする。この
ように、経験豊かな教員が経験が浅
い教員をフォローできる体制を作る
ことで、支援の手がもれなく幼児お
よび保護者に行届くようにする。
・フィッティングを行うための時間
確保も課題であり、空き時間や放課
後を積極的に活用する。また、
フィッティングに慣れるために、月
１回以上は補聴器を触ることを習慣
化するなどの工夫が必要である。
・フィッティングの適正を確認する
ために、日頃のきこえの状態を把握
する。また、学部内で個々のきこえ
とことばの力に関して共通理解を
図っていく。

平成２９年度　県立ろう学校　学校評価書

　次の取組を年間を通して実施した。
　・週に１度の本の貸し出しと一斉読書
　・ブックトークやクイズに挑戦する「チャレンジ読
書」
　・月に１度の児童および教員による「おすすめの本の
紹介」
　・各学級での読み聞かせ、成人ろう者による読み聞か
せ
　・子ども新聞やマンガなどを掲示するキッズコーナー
の設置
　・家庭読書につなげるための月一回の読書だより発行
　・個々の児童の状態・興味・関心に沿った図書の選定
と読書指導
　それらの結果、教員の91パーセントが本に親しむため
の活動や行事、家庭読書を推進するような内容を考えた
り工夫したりすることが「十分できた・おおむねでき
た」と回答した。保護者は、10名中10名（100%）が本に
親しむための教育活動が読書活動に「とても役立った・
役立った」と回答した。児童の10名中10名（100％）が本
を読みたいまたは読んでもらいたいと「とても思う」と
回答した。言語力検査の結果10名中10名（100％）が昨年
度より向上した。
　また、取組の中で児童には以下のような変容が見られ
た。
　・友達や教師のおすすめの本、読み聞かせの本、図書
だよりに載った本をすぐに借りていた。
　・自分の好きな分野以外の本を借りるようになった。
　・好みの分野の本を自分から借りて読むようになっ
た。
　・映像をみせるとその本に興味をもって自分から読む
ようになった。
　・絵本や漫画本が一人で読めるようになった。
　・一人読みでも本の内容を理解できるようになった。
　・目当ての本が学校に無いと地域の図書館に行くよう
になった。
　アンケート等の結果と児童の変容から、本に親しむた
めの活動や行事等の工夫は、児童の読書への関心を高
め、読書意欲を向上させることにつながったのではない
かと考えられる。

家庭との連携
を図りなが
ら、本に親し
むための活動
や行事等の工
夫を行う。

目標：児童の
読書意欲が高
まる。70％以
上

２

教育課程
学習指導
生徒指導
進路指導

（小学部）

・主体的な読書活動は言語力の向上
に有効であるといわれており、小学
部では平成26年度から本に親しむた
めの活動や行事の取組を始めた。こ
の取組の結果、アンケートに見られ
る読書意識や言語力検査結果の変化
だけでなく、入学時には読み聞かせ
を落ち着いて聞くことが難しかった
児童達に様々な読書行動の変容を確
認することができた。このことか
ら、今後も指導方法や指導内容の工
夫を重ねながら、学部全体で取り組
み続けることが重要であると考え
る。



４

生活指導
生徒指導
進路指導

（舎務部）

学期ごとに寄
宿舎全体の生
活目標を決
め、その目標
に沿って舎生
が主体的に取
り組めるよう
に、個々に応
じた目標を設
定して、支
援・指導方法
を工夫する。
目標：生活目
標に沿って主
体的な基本的
生活習慣を身
に付けること
ができる。
70％以上

　今年度は「苦手を克服する」を大きな目標とし、その
中で特に寄宿舎生全体が苦手とする『時間を守る』『身
だしなみを整える』『言葉づかいに気を付ける』を学期
ごとに生活目標として掲げ、毎月1回、全体指導を行っ
た。また生活目標に沿った個人目標を設定し、寄宿舎生
が主体的に取り組めるよう、チェックカレンダーを掲示
して自分の目標と取組結果を意識できるようにした。寄
宿舎生と担当指導員が話し合いを重ね一人一人に応じた
方法で支援した。
　その結果、寄宿舎指導員全員が、担当する寄宿舎生に
合わせた生活目標に沿って、取り組ませることが「でき
た」「おおむねできた」と回答した。保護者は、懇談や
連絡帳を通して、寄宿舎での生活目標に沿った取組の様
子を知ることが「十分できた」50％、「おおむねでき
た」50％と回答し、全員が概ね取組の様子を知ることが
できた結果となった。寄宿舎生は、自分の生活目標につ
いて、自分で考えて行動することが「できた」33％
（小・中学部舎生）、「だいたいできた」50％（中学部
舎生）、「あまりできなかった」17％（中学部舎生）と
回答した。あまりできなかったという回答については、
細かく具体的に生活目標を設定したことで、自分の目標
への振り返りが厳しくできた結果であると考えられる。

　寄宿舎生と担当指導員が目標や取
組について話し合ったり、長期の休
みには家庭でも取り組めるよう、目
標に沿ったチェックシートを作成し
保護者に協力を求めたりしたこと
で、寄宿舎生の集団生活に対する意
識は向上してきている。よりよく生
活をするために寄宿舎生が自ら考え
行動につなげていけるよう、学年や
個々の実態に合わせた支援を継続し
て行う。今後も寄宿舎生と担当指導
員が目標や取組について話し合い、
生活経験を積み重ねることで基本的
生活習慣の確立を図っていきたい。
　寄宿舎生の進級・進学により、寄
宿舎生活における活動時間が限られ
てくる反面、生活経験の積み重ねも
求められてくる。寄宿舎の時間を有
意義に過ごせるように、個々の日課
に見通しをもたせ、また寄宿舎生活
における集団活動の時間や内容を工
夫していくことで両立を図りたい。

５

学校運営

（学校全体）

全ての職員が
それぞれので
きる安全点
検、衛生管
理、校内美
化、気持ちの
良い挨拶など
に努める。
目標:90％以
上

　手洗い、うがい、換気などの衛生管理については、
「十分取り組んだ」「取り組んだ」を合わせて100％と
なった。校内美化についても「十分取り組んだ」「取り
組んだ」を合わせて100％であった。さらに、挨拶につい
ても、85％もの職員が「常に心がけた」と回答し、「概
ね心がけた」15％を合わせて100％となった。それぞれ
90％以上を目標としていたが、十分目標を達成できたと
いう結果であった。また、安全点検についても、90％以
上の目標を達成できた。しかし、日常的な安全確認をす
ることや、担当外の場所も安全を意識して見ていくこと
を啓蒙し、全ての職員が高い危機管理意識をもてるよう
にしていきたい。
　保護者の評価としては、非常に安心、安全で心地よい
という回答が38％、概ね安心、安全で心地よいという回
答が59％で、合わせて97％であった。特に、乳幼児教室
の保護者を除いた在校生の保護者については100％とな
り、目標の90％以上を達成した。取組の成果として、保
護者から見ても本校は安心、安全で心地よい学校環境で
あるという評価が得られたと考える。

　今年度は目標を達成することがで
きたが、衛生管理や安全管理につい
ては、「概ねできた」ということで
満足していてはいけない。全職員が
常に高い意識をもって安心・安全な
学校にしていくことが必要である。
今後は、「十分取り組んだ」「常に
取り組んだ」という職員が更に増
え、「非常に安心・安全で心地よい
学校である」と保護者や幼児児童生
徒に思ってもらえるようにしたい。
そのためには、指導・保健部や管理
職からの働きかけや取組を継続して
行い、徹底した衛生管理や校内美
化、日常的な安全点検について高い
意識を醸成していきたい。

　家庭学習の習慣化を図るために、「チャレンジノー
ト」や「iPad を活用した学習」など、一人一人に応じた
学習方法を提案し、「自主学習チェック表」を作成して
意欲を高めると同時に、到達度を振り返ることができる
ようにした。
　その結果、92％の教職員が、「自主学習の方法を教
え、意欲を持って学習に取り組めるように支援すること
が、十分できた　あるいは　おおむねできた」と回答し
た。
　このことから、教職員が高い意識を維持して自主学習
への支援に取り組むことができたことがうかがえる。
　また、100％の生徒が、「自主学習に取り組み、課題を
提出することができた（週5日）、おおむねできた（週3
～4日）」と回答しており、支援の方法が適切であったこ
とがうかがえる。
　一方、昨年度は、「保護者が子どもの取組を十分だと
捉えることができなかった」ことが課題として挙げられ
たため、今年度は、生徒の頑張りが保護者の目に触れる
よう、保護者用の「自主学習連絡票」を作成し、週に1度
は検印を得るなどの工夫を図った。
　さらに、懇談会を通して生徒の自主学習への取組の様
子を具体的に知らせ、家庭での状況を確認したり、励ま
しの声掛けを依頼したりするようにした。
　その結果、100％の保護者が、「懇談会や連絡票を通し
て、子供の自主学習への取組の様子を理解することが、
十分できた。あるいはおおむねできた」と回答した。保
護者に対して生徒の頑張りを定期的に伝えていくことで
効果が見られた。

①自主学習の
方法を教え、
意欲を持って
学習に取り組
めるように支
援する。

②保護者に、
懇談会や連絡
票で自主学習
への取組の様
子を伝え、家
庭での励まし
や声掛けの協
力を得る。

目標：意欲を
高める効果的
な手だてを考
え、実施す
る。80％以上

　家庭における自主学習を継続的に
行えるように、一人一人に応じた支
援方法を工夫したことで、全ての生
徒の意欲を喚起し、習慣化を図るこ
とができた。
　今後も、「チャレンジノート」な
どの有効だった手だてを継続し、自
主的に学ぶ姿勢の確立を支援した
い。その際は、「学習の方法を教え
る」ことから一歩進め、「生徒自ら
が自主学習の課題を設定できるよう
支援する」ことを目指したい。
　また、連絡票を通して保護者の協
力を得ながら、家庭での学習習慣の
定着を図っていきたい。

３

教育課程
学習指導
生徒指導
進路指導

（中学部）
（高等部）


