
項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

１
教育課程
学習指導

幼稚部
乳幼児教

室

よりよい親子関係をとお
して、幼児の障がいの実
態に応じた言語力やコ
ミュニケーションの力の
育成を図る。
目標：月1回程度の保護者
勉強会をとおして、きこ
えやことば、子育てや将
来の進路等の情報を共有
し、保護者のことばや子
育ての悩みなどをともに
考える。80%以上

・前年度に保護者から取ったアンケートをもとに、内容を企画
し、保護者勉強会を行った。保護者のニーズとしては、先輩保護
者や卒業生の話を聞きたいという方が多く、今年度は、それらの
内容が多い勉強会となった。保護者へのアンケートはA「とても
役立った」50％、B「おおむね役立った」50%で、全員が概ね満足
した結果となった。「同じような内容でも、聞く時期で感じ方も
受け取り方も違うので、重複した内容でも何回聞いても勉強にな
る」という御意見や「保護者勉強会だけでなく、毎日の付き添い
の生活の中で、子どもとの関わり方や話し方、手話を学ぶことが
できた」という御意見をもらった。保護者支援は、幼稚部教育内
容の大きな柱の一つであり、私たちにとって大切な役割である。
保護者勉強会だけでなく、日々、保護者の思いや悩みに寄り添い
ながら、子どもの子育てや将来の進路等について、一緒に考えて
いけるとよい。また、乳幼児教室でも保護者勉強会を開いている
が、幼稚部の保護者と顔を合わせる機会がなかなかないので、こ
とばや子育ての悩みなどを共に話し合えるような勉強会も企画し
ていけるとよい。
・一方、保護者勉強会以外に、保護者から「教師間で、現状や課
題、目標を共有されていないので、担当者によって、個別学習の
内容に差がある」という御意見をもらった。今後、教員間で、幼
児の実態及び目標を共有できるようにケース会の在り方を検討し
ていきたい。

今後も、保護者の子育てや難聴児理
解に役立つような学習会を継続して
行っていきたい。保護者アンケート
では、来年度も先輩保護者や卒業生
の話を聞きたいというニーズが多
かった。いろいろな難聴者の生活や
考え方を知り、子どもの将来につい
て、多様なイメージがもてるように
学習会を企画していきたい。また、
乳幼児教室と連携を取りながら、保
護者同士が子育ての悩みなどを共有
し合える機会を作りたい。
・個別の教育支援計画等を活用しな
がら、ケース会を行い、個々の実態
及び目標を担任だけでなく幼稚部全
体で共有し対応を検討していきた
い。

２
教育課程
学習指導
生徒指導

小学部

児童が手話によるコミュ
ニケーション活動に意欲
的に取り組むことができ
るように、様々な学習場
面において、活動内容や
支援のあり方を工夫す
る。

目標：児童が手話による
コミュニケーション活動
に意欲的に参加すること
ができる。
80％以上

　手話によるコミュニケーション活動をとおして、豊かな心とコ
ミュニケーション力の育成を図るという重点目標のもと、３年目
の取組を行った。今年度は「友達と手話で話して仲よくなろう」
という児童会目標を設定し、手話コミュニケーション活動（手話
の学習・手話ゲーム・手話スピーチ会・児童会での遊び等）を行
い、支援の在り方を工夫した。
　その結果、92％の児童が「手話コミュニケーション活動に楽し
く参加することが十分できた」８％の児童が「ほとんどできた」
と回答した。（重複児童２名は手話の学習や手話の活動を行って
いないため、評価はしない。）また、教師全員が「手話コミュニ
ケーション活動の内容を工夫し、支援が十分できた・おおむねで
きた」と回答しており、保護者においても15名全員が「取組の様
子が十分分かった・おおむね分かった」と回答している。
　このことから、ほとんどの児童が手話コミュニケーション活動
に楽しく取り組み、保護者にもその取組の様子が十分に伝わった
と考えられる。また、「教師自身も手話によるコミュニケーショ
ン活動に積極的に取り組んだか」の問いに全員が「十分できた・
おおむねできた」と回答した。８月には教師も「日本手話文法理
解テスト」を実施し、自己採点をして手話力向上に努めた。今年
度の取組は一定の成果を得たと考えられる。
　今後、手話を使ってコミュニケーションしていくためには、よ
り一層の語彙力や文法力、表現力が必要になる。将来、人とやり
取りをする力に繋がるような支援の在り方を今後も検討していき
たい。
　

　今年度の取組で、児童は手話によ
るコミュニケーション活動に意欲的
に取り組むようになった。この成果
を来年度に活かし、さらなる豊かな
心とコミュニケーション力の育成を
図っていきたい。
　具体的には
・児童会運営児童の意見を取り入れ
た手話コミュニケーションに関する
児童会目標の設定
・手話コミュニケーション活動の内
容や支援の検討
・聴覚障がい教師・講師、外部専門
家のアドバイザーの活用等
を行っていきたい。
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　今年度の取組について、生徒10名、保護者９名、中高部教職員
12名にアンケートの取り、その結果は以下の通りであった。
　生徒へのアンケートでは、「マイルールに継続的に取り組むこ
とができたか」の問いに「ほとんどできた」と100％の生徒が答
えており、ある程度の成果が得られた。保護者へのアンケートで
は、「懇談会や連絡票を通して、子どものマイルールへの取組の
様子を理解すること」が「十分できた」と「おおむねできた」を
合わて、100％の保護者が回答しており、学校の取組や生徒の様
子に対する理解が十分に得られた。また、中高部教職員へのアン
ケートでは、「懇談会や連絡票を通して、保護者にマイルールへ
の取組の様子を伝えることができた」と85％が回答していた。ア
ンケートの項目については、生徒・保護者・教職員とも満足でき
る成果を得ることができた。
　一方、それぞれの生徒の様子を見ていると、マイルールに継続
的に取り組んでいるものの、達成できている項目もあれば、不十
分な項目もあるように思われる。

　来年度も基礎学力の向上や年齢相
応の社会自立に向けた生活習慣の確
立を目指す。具体的には、今年度同
様、生徒自らが学習や生活習慣、あ
いさつ、清掃活動などに関して、自
ら継続して取り組める具体的な課題
(マイルール）を設定し、それを達成
できるように教職員・保護者が支援
する。継続して取り組むための本人
への意識付けに、チェック票など自
己評価の工夫をする。また、中高部
教職員の担任だけでなく副担任も含
めたすべての教員で、各生徒のマイ
ルールを知り支援する。保護者へ
は、これまでと同様、懇談会や連絡
票でマイルールへの取組の様子を伝
え、家庭での励ましや声掛けの協力
を得るようにする。

３
教育課程
学習指導
生徒指導
進路指導

中・高等
部

生徒が自ら設定した生活
習慣や学習などに関する
ルール（マイルール）に
ついて、学部教員間で共
通理解を図り、生徒が継
続的に取り組むことがで
きるように支援の方法を

工夫する。

目標：生徒がマイルール
に継続的に取り組むこと
ができる。80％以上



項目 具体的取組 成果と課題 改善策・向上策

４
生活指導

寄宿舎

誕生会などの舎内の行事
の企画に寄宿舎生を参画
させることで、他の寄宿
舎生のことを考えた活動
ができるように支援す
る。

目標：寄宿舎生が互いに
協力し合い楽しく活動で
きる。80％以上

舎生がペアになり、それぞれ希望する担当月で「誕生会」の企画
運営に取り組んだ。自分たちで行事を企画する経験がない舎生に
とって、始めは戸惑いがみられたが、担当指導員が実現可能な具
体的案を提案し、一人一人に寄り添った支援を繰り返した結果、
舎生同士の間に協調性や信頼関係が育まれ、自分たちで誕生会を
盛り上げたいという意欲も見られるようになった。また初めての
取り組みとして、手話を通して他校との交流を行った。舎生は、
役割に責任を持ち交流を楽しむことができた。
　今回のアンケートでは、全員の寄宿舎指導員が「寄宿舎生や舎
内の行事の企画をとおして、思いやりの気持ちを持ったり、活動
内容や環境づくりを工夫したりできるように支援することができ
た」と答えた。また、８割以上の舎生が「誕生会などの舎内の行
事の中で友達のことを考えて、自分で出来る役割を持ち、楽しい
会を計画をしたり、参加したりすることができた」と回答した。
　今後も舎生たちが、主体的に楽しく活動できるように、状況に
合わせた支援を続けていくことが必要であると思われる。

　来年度も引き続き「行事を通し
て、人と関わる喜びや相手を思いや
る心を育む」支援の在り方について
取り組んでいきたい。
　活動場面としては、誕生会に加
え、交流会やクリスマス会といった
舎内行事の企画に対して、積極的に
舎生を参画させることで、これまで
以上に他の舎生のことを考えられる
ような場面を設定していくこととす
る。

６
人権教育

の
推進

学校全体

人権研修や幼児児童生徒
に関する情報共有などを
通して、幼児児童生徒や
教職員のいじめ防止を含
めた人権意識の向上を図
る。

　教職員を対象に、8月4日に研修会を開催した。社会の変化に対
応するために「学ぶ力」や「生きる力」を育むことが必要である
ことに加え、障害の有無を問わず、誰もが安心・安全に暮らせる
心豊かな社会を実現することの重要性について、理解を深める機
会となった。
　今年度、いじめに関する相談は０名であった。

　今後も、人権に関する情報提供や
注意喚起、教員研修の充実に取り組
み、教職員の人権意識の向上を図っ
ていく。
　幼児児童生徒に対しては、引き続
き、いじめ等を含めた気がかりな状
況の把握に努める。また、学校生活
の様々な場面を通じて、自分に自信
をもち、互いに尊重しながら成長で
きるよう指導を進めていく。

５
専門性の
向上

学校全体

専門性の向上を目指した授業参観について、教員は４本（寄宿舎
指導員は３本）以上80％を目標に設定し、教員では54％が目標を
達成できた。
寄宿舎指導員の先生方の参加が増えた。また、他学部の授業参観
をみて意見を意見交換をすることについては、90%でほぼ目的を
達することができた。授業参観が5割程度だった。理由として
は、「時間的なゆとりがない」「タイミングを逃した」「勤務の
都合が合わない（寄宿舎）」といったことがあった。授業参観を
通して互いの授業を見合ったり意見を伝え合ったりすることは、
教員としての専門性の向上に有効であること改めて確認できた。
今年は切れ目ない支援を意識した幼小中高の連携を進めていくこ
とを図所研究部を中心に動いている。しかし、授業準備や校務等
の業務によって教員の時間的なゆとりがなく、他の教員の授業参
観になかなか行けないという状況も一方でうかがえる結果となっ
た。
　ＩＣＴ機器の活用した授業については、87.8％の教職員がほぼ
熱心に取り組んでおり、授業や特別活動で積極的に利用してい
た。コロナ禍において児童生徒が登校できない時は、タブレット
を活用し、オンライン授業に取り組むなど学習保障についても十
分に対応していた。
　手話力の向上については、自己の目標達成については50%以上
達成した教員の割合が80%であった。93.8％の教職員が目標を
立、95.9％の教職員が概ね計画に基づき取り組むことができた。
教員だけを対象とするならば、おおむね全員が個人目標を立てて
取り組むことができた。手話力の向上は、ろう学校の教員にとっ
て必須の課題として教員間で認識されており、図書研究部で企画
している手話講座のみならず、DVDやビデオおよびYoutubeでで個
人で研鑽を積んでいる。

授業公開は、年に２回以上行うとし
ており、時期を設定して計画的に実
施しているが、参観については、そ
の計画表を見て個々人が自由に参観
することになっている。しかし、自
由な参観だと、忙しさに紛れてしま
い、参観する機会を逸してしまうと
いう現実があった。来年度は、参観
についても、学部の中で互いに参観
しやすいように配慮をしたり、参観
の希望を事前に集約して図書研究部
が計画的に割り振りをしたりするな
ど、積極的な参観につながるような
手立てを講じていくことを検討した
い。
　またＧＩＧＡスクールで購入した
iPadを効果的に活用して授業改善を
おこなったたり、コロナ禍の中でも
生徒の情報保障ができるよう、動画
ベースで授業を撮影し、配信してい
くような仕組みつくりデジタルデー
タのデータベースを構築していく必
要がある。
　手話のスキルアップは手指法班の
メンバーが中心となって取り組んで
いる。今後も子の取り組みのＯＪＴ
を進め我流にならないように学部と
連携し、学校全体で取り組んでいき
たい。

①自他の学部の授業を積
極的に参観し、評価や意
見交換を行う。

目標：授業参観を年に４
本（寄宿舎指導員は３
本）以上行い、意見を述
べる。80％以上

②教材提示や子供が操作
する活動など、ICT機器を
活用した授業や活動を工
夫する。。

目標：ICT機器を活用した
授業や活動を年に３回以
上行う。
80％以上

③校内研修等をとおして
各自の力量に応じた手話
力の向上を図り、授業や
日常場面で手話を使うよ
うに努める。

目標：子供の実態に応じ
て手話を用いた情報保障
ができる。
80％以上


