様式２

資料１

平 成 ２６ 年 度

自 己 評 価 表
鳥取県立鳥取聾学校

中長期目標
聴覚障がのある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応した適切な
（学校ビジョ
教育を行い、豊かな心とたくましく生きる力を育てる。
ン）

評価項目

評価の具体項目

年
現状

度

今年度の
重点目標

当
初
目標（年度末の目指す姿）

(地)
障がいや発達の状況等に応じた環境 ①個々の発達に応じた言語
①個々の発達に応じて言語の獲 設定が難しく、幼児・児童・生徒の困 活動の充実に向けた指導・
得・拡充を図る。
り感が、十分には理解できない保護者 支援の工夫をする。
②在籍園・在籍校と連携し、そ がいる。
②在籍園・在籍校との日々
の子に応じたよりよい支援を提
の連携を図る。
供する。

確かな学力の
定着を図る学
習指導の充実

自立と社会参
加をめざした
キャリア教育
の充実

１
２
３

確かな学力の定着を図る学習指導の充実
自立と社会参加をめざしたキャリア教育の充実
豊かな自己表現力の育成（コミュニケーション力の向上）

目標達成のための方策

評 価 結 果
(１０ ）月
評価
経過・達成状況

改善方策

①聴力測定や発達検査等を行い、その子に応じた支援
方法を考え、本人、保護者、担任等に伝える。
②幼児・児童・生徒の実態や在園・在籍校のニーズを
ふまえ、理解学習等の研修や日々の学習について支援
する。

教育相談や夏季休業中等の機会を捉え、
聴力測定や発達検査等を実施したり、在籍
園や在籍校に出向き、アセスメントを実施
したりし、その結果を指導・支援に活かす
ようにしてきた。
在籍園・在籍校での保育・学習の様子を
参観し、かかわり方や支援の見直しができ
るように担任等と話し合いをもってきた。
担任等と連携をとってはいるが、理解学習
の研修等、まだ十分ではない。

(幼)
経験が不足していたり、情報が入り
いろいろな事象に興味・ ①身近な事象に興味が持てるように、掲示物等を工夫
直接に触れる体験ができる環 にくかったりして、興味・関心がせま 関心を持ってかかわる。
する。
境や機会を設定する。
い。
②継続的に興味や関心が持てるような題材を工夫す
る。

季節感や年中行事を大切にし、身近な生
き物や自然に触れる機会を多く作ってき
た。保護者と連携することにより、興味・
関心を持ち続けることができた。

季節に応じた場や活動をさらに設定し、
いろいろな事象に興味・関心を持って関わ
B れるようにしたい。

(小)
既習事項の確認や教室環境の工夫に
児童の実態に応じた授業 ①授業の始めに既習事項の確認を行う。
児童が意欲的に学習し基礎学 より、学力が定着しつつあるが、読解 改善を行い、児童が意欲的 ②授業記録をもとに、学部全体で共通理解を図り、指
力の習得ができるよう児童の実 力に課題を持つ児童が多い。
に学習をすることができる 導や支援方法を考える。
態に応じた指導を工夫、改善す
ようになる。
③授業改善のための授業研究会を行う。
る。
④発達検査等、児童の実態把握を行い、学部全体で共
通理解を図る。
（中）
学習内容の定着に時間を要する面が
学習内容を理解し、課題 ①授業において、考えるための時間を確保し、支援を
考える力を育む支援の工夫や あるが、考える時間を確保し、視覚的 に対して自ら考え判断し、 工夫する。
教科指導の充実によって、主体 支援を工夫したり、具体的に体験と結 自主的に取り組もうとす
②視覚的支援を用いて、具体的にわかりやすく学習内
的に学習しようとする態度を育 び付けて説明したりすることによっ
る。
容を提示する。
てる。
て、学習内容を少しずつ理解していく
ことができる。

発達検査の結果の共通理解を図り、児童
への支援方法を考える機会を作ったり、授
業研究会を行ったりしている。意欲的に学
習しようという姿は見られるようになって
きているが、学力が十分定着するところま
でには至っていない。
PPやiPadを使用しわかりやすく学習内容
を提示する工夫をしたり、基礎基本的事項
の定着を図るため既習の内容を振り返った
りした。また、考えるための時間を確保
し、ツールとして内容や形式を工夫して
ワークシートを提示した。しかし、学習内
容の定着は不十分であり、自主的に学習に
取り組もうとするまでには至っていない。

全員が授業研究会を開き、授業改善を図
る。また、授業改善の成果と課題を学部全
体で共通理解し、指導や支援方法を考え
B
る。
家庭学習の時間の目安を家庭に示し、家
庭へも協力をお願いする。
授業の中でさらに発問やワークシートを
工夫し、繰り返し考えるための時間を確保
していく。授業における学習内容や家庭学
習を生徒の状況に合わせて厳選し定着を
C 図っていく。自己肯定感を感じられるよう
な場面を設定し、自主的に学習に取り組め
るよう支援を行っていきたい。

（高）
自学自習の力をつけるため
に、個々の生徒に応じた学習指
導法の改善・工夫をするととも
に、家庭学習の習慣化の徹底を
図る。

①家庭学習の内容や時間の確認を継続して行い、個に
応じた家庭学習の仕方を具体的に指導する。
②個々の生徒のつまずきや特性に応じた課題を共通認
識し、指導法を工夫するための授業研究を行う。

家庭学習の習慣化は定着しつつあるが、
一部の生徒で課題ができていなかったり、
教師の指示した家庭学習のみに満足して、
主体的、計画的な学習になっていない実態
もある。個々の生徒のつまずきの内容を抽
出し、具体的な指導法・支援方法の改善・
工夫をすることで、生徒の学習意欲を高め
る必要がある。

更に家庭学習の内容や時間の確認を継続
し、課題提出を徹底させる。また、自学自
習の必要性を意識させ、生徒の学習意欲の
喚起を促す。個々の特性に応じた課題につ
C いて、共通認識を行い、更に自主学習を喚
起する方法や学習規律を統一するなど工夫
する。

(地)
保護者も本人も障がいの受容ができ ①本人や保護者の気持ちを ①自己理解を高めるような学習を進めたり、ともに進
①保護者や本人が障がいを理解 ず、悩んでいることがある。聴覚障が 大切にしながら、進路につ 路について考えられるように研修を実施したりする。
したり適切な進路選択を選択し い児に対する理解が十分とは言えない いて適切な情報提供や研修 ②幼児・児童・生徒や保護者、在籍園・在籍校のニー
たりできるように支援する。
状況にある幼児・児童・生徒がいる。 を行う。
ズに応じた研修会を計画的に開催する。
②個々の状態に応じて、保護者
②保護者や家族、教職員
や在籍校に理解学習等の研修を
等、聴覚障がい教育に関す
行う。
る研修を行う。

進路選択に向けて保護者や在籍園・在籍
校のニーズを聞き取り、連携を図りながら
相談活動や研修を行ってきた。しかし、保
護者に対する全体研修をする機会が少な
かった。

今後も継続して、自己理解を促すような
学習や研修を計画していきたい。
また、保護者が顔を合わせ話し合えるよ
B うな全体研修会も計画したい。

(幼)
基本的な生活習慣や生活のきまり、
基本的な生活習慣や生活
社会生活における望ましい態 遊びのルール等がまだ身に付いていな のきまり、遊びのルール等
度や習慣が身に付くように、幼 い。
が身に付く。
児の実態に応じ、工夫して支援
する

①できた時、何が良かったのか分かるように称賛する
②やり方が分かり、意欲が高まるような教材を工夫す
る。
③友だちとかかわる中で、ルールの定着を図ったり意
欲を高めたりするような場面を設定する。

基本的生活習慣は、分かりやすい視覚的
支援を工夫し、身に付くように努力した。
幼児自らが意欲的に取り組んでいる。
遊びのルールを絵や寸劇で事前に知ら
せ、理解を促した。機会を捉えてルールを
確認することで定着してきている。

今後も家庭や保育園・学校と連携をとりな
がら補聴器等を装用したり管理したりする
習慣の定着を図りたい。
A さらに身近な大人とかかわりがもてるよう
な遊びや活動を工夫していきたい。また、
在籍園・在籍校と連携をとりながら、友達
とかかわりたい気持ちを育てたい。

(小)
基本的な生活習慣、学校生活のきま
児童の実態に応じた指導 ①児童の実態に応じ学級活動等で取り上げて指導をす
基本的な生活習慣の定着を図 り等についての指導が必要な児童が多 を行い、児童がきまりよい る。
り、社会生活における望ましい い。
あいさつ、返事、報告や質 ②合同学活等の集団での学習の際に指導する。
習慣や態度を育てる。
問などができるようにな
③場面をとらえて適切な行動がとれるよう、声かけを
る。
行う。

児童の実態に応じて学級や学部全体で取
り上げ指導を行っている。きまりよい挨拶
や返事については定着してきているが、報
告についてはまだ定着していない。また、
丁寧な言葉づかいや自主的にきまりよい生
活を送ろうとする力をさらに伸ばしたい。

継続して集団での学習など機会をとらえ
て学部全体で指導、あるいは個別で指導す
る。あいさつや返事などよくできている児
C 童を認める機会を設けるとともに教師がよ
き手本となるようにする。報告が必要な場
面がわかりにくいので、その都度教える。

（中）
将来の生活・職業への大まかなイ
体験入学や職場見学・職 ①職場見学・職場体験学習・体験入学の際には事前に
職場見学・職場体験学習・個 メージはあるが、中学部以降のはっき 場体験学習を通して、自ら 様々な情報を伝え、生徒が具体的イメージを持って職
人面談を通して、中学部以降の りとした進路は決まっていない。体験 中学部以降の進路について 場見学等に臨むことができるようにする。
進路への意識を高める。
入学や職場体験学習などの具体的場面 考え、判断することができ ②職場体験学習の際には、一人一人の成果と課題を明
を通して自分の生き方について判断す る。
確にし、生徒と進路について話し合う時間を持つ。
ることが少しずつできてくると考えら
れる。

生徒は職場見学・職場体験学習・体験入
学を通して、自分の適性に合った仕事の内
容や進路について考えようとする姿が見ら
れた。職場体験学習の事後学習では、自ら
の成果と課題について振り返って気づくこ
とができた。
中学部以降の進路や将来の生活につい
て、生徒が考える時間を設定することがで
きた。

職場体験学習で見つかった課題を、日々
の学習の中で取り組んでいきたい。また、
卒業生の先輩に会う機会を持ち、仕事や生
活面での経験について話を聞き、できるだ
B け将来の生活のイメージが持てるようにし
ていきたい。

（高）
常に社会自立を意識させる生
徒指導を徹底を図り、自己管理
能力を育成し、規律ある生活習
慣を身につけるようにする。

一部の生徒で体調や精神面で時間規律が
確立できていない場面もみられる。全体と
して、基本的な生活習慣は確立されてつつ
あるが、更に将来の社会生活における個々
の生徒の課題を意識させながら、生活させ
ていく必要がある。

家庭や寄宿舎とも更に連携を密にして、
生徒の状況に関わる情報を共有していく。
更に自立活動等において、自己の特性を見
つめるなど、キャリア発達支援段階表や自
B 己評価表を活用し、自ら考えることを習慣
化させたい。

家庭学習の時間が１時間未満という
生徒もあり、家庭学習が習慣化してい
ない実態がみられる。学習への動機づ
けと同時に日々の授業において、その
指導法を工夫し、生徒の主体的に学習
に取り組む姿勢を培う必要がある。

ほとんどの生徒はきまりを守り生活
できているが、一部生徒に精神面に課
題があり、時間規律が身についていな
い実態もある。また、まず自分で考え
て行動する習慣が身についていない現
状もあり、社会自立に向けてさらに自
ら考え行動する生活習慣を確立させる
必要がある。

家庭学習については毎
日、最低2時間以上の家庭
学習を全生徒が行い、年度
当初より家庭学習時間を3
割増加するようになる。

①将来の社会生活を意識し
ながら、規律を守り、学校
生活を送る。
②自己の特性を知り、課題
を主体的に解決する。

①朝の会での目標設定を活用し、生徒が課題意識を
もって生活できるように、全教職員で共通認識し、指
導を周知徹底する。
②自立活動等において、自己の特性を見つめるなど、
キャリア発達支援段階表を活用し、組織的にキャリア
教育を推進する。

さらに個々の実態や興味関心に応じた支
援を工夫していきたい。
よりよい支援ができるように在籍園・在
籍校との連携を深めていきたい。
B

様式２
(地)
障がいがあることで他者とのかかわ
①発達に応じた補聴器等の適切 りが消極的になってしまうことがあ
な装用と管理が定着するよう家 る。
庭や在籍園・在籍校との連携を
図る。
②コミュニケーション力の基礎
を育成し、他者とかかわりたい
という意欲を育てる。

豊かな自己表
現力の育成
（コミュニケ
―ション力の
向上）

①家庭や学校等と連携を密
に図る。
②本人の気持ちを受け止め
ながらよりよいかかわりの
モデルを示す。

補聴器等の装用や管理について、教育相
談や通級指導の中で取り組んできた。相談
や学習だけでは、定着が難しいケースがあ
る。
乳幼児教育相談では、母子のかかわりを
大切にしながら遊びや活動に取り組んだ。

今後も家庭や保育園・学校と連携をとり
ながら補聴器等を装用したり管理したりす
る習慣の定着を図りたい。
さらに身近な大人とかかわりがもてるよ
B うな遊びや活動を工夫していきたい。ま
た、在籍園・在籍校と連携をとりながら、
友達とかかわりたい気持ちを育てたい。

(幼)
自分の思いを伝えたい気持ちはある
朝の会の伝え合い活動で ①幼児の思いをくみ取り、表現できるように支援す
心の動きを大切にし、表現力 が、その気持ちを伝えることが難し
幼児が思いを表出したり話 る。
を高める指導を工夫する。
い。
しかけを受容したりでき
②話しかけが理解できるように実物や絵等を提示す
る。
る。

幼児の思いをくみ取り表現方法を伝えて
きたが、復唱の促しが不十分な時があっ
た。
話しかけの際に実物や絵等を多く提示す
ることで理解の助けとなっていたが、理解
できていたかの確認が不十分な時があっ
た。

自分で表現できるように、復唱を促して
いきたい。
話しかけが理解できているかどうか個々
B の幼児に確認していきたい。

(小)
友達との活動を通して、自分
の思いや考えを伝え合える力を
育てる。

①「聞くとき、話すときのルール」を
個に応じた指導を行い、 ①実態に応じて、学習における話し方、聞き方のわか
教室に貼っているが、それを参考に話 話し合いのルールを意識し りやすいルールを設定する。
し合うことが少ない。
て話したり聞いたりするこ ②具体的な伝え方の例を教員が示したり、事前に練習
②聞く姿勢や話すときのルールがまだ とができるようになる。
をしたりして、自信を持って伝えることができるよう
身についていない児童がいる。
にする。
③わかっていなくても聞き返さない児
③ルールを各学習場所に掲示し、いつでも確認できる
童が多い。
ようにして、児童に意識づける。

「聞くとき、話すときのルール」を掲示
し、発表をするときには、ルールを意識し
て話し合おうとする姿やわからないときに
聞き返そうとする姿が見られるようになっ
てきている。しかし、相手にきちんと伝わ
るように話したり、情報をしっかりとらえ
理解しようとしたりする意識や態度の定着
は不十分である。

「聞くとき、話すときのルール」の意識づ
けを継続して行う。また、話の内容が理解
できたか確認する機会を設ける。

（中）
様々な集団活動において伝え
合い活動を工夫し、生徒の自分
の思いを伝えようとする意欲を
高める。

語彙力や表現力が弱い傾向にあり、
自信を持って自分の思い
周囲の状況を把握し相手の思いを推し を相手に表現しようとす
測って発言するという積極的なコミュ る。
ニケーションには至っていない。しか
し、周囲の人に自分の思いを表現した
いという意識は高まってきている。

①報告会・弁論大会を通して、自分の思いを明確にし
表現する機会を持つ。
②自立活動（語彙テスト・手話表現等）を通して、日
常生活・学習の中から多くの語句を選択して意味理解
を促し、また、豊かな表現方法を提示する。
③総合的な学習（ステージ発表）を通して、生徒が仲
間と思いを伝え合う機会を意図的に設定する。

学校祭でのステージ発表や鳥の演劇祭で
の公演を通して、来客の前で手話に対する
自分の思い等を自信を持って思い切り表現
することができた。授業において話し合い
の場を意図的に設定したことで、自分の考
えを相手に伝えようとする姿が見られるよ
うになったが、相手の思いを理解して伝え
合うまでには至っていない。

話し合い活動における話し合いの仕方や
内容を改善していく。話し合う内容につい
て事前に自分の考えを書きあげたり話し合
いの方法を提示したりして、自信を持って
B 表現できるよう支援を続けていく。

（高）
職場見学や現場体験学習等を
活用し、社会を意識した体験的
学習の充実とコミュニケーショ
ン力を身につけることができる
ようにする。

実際に仕事を進めたり、職場の人間
関係を円滑にしたりするためのコミュ
ニケーションが必要であることを具体
的に生徒が理解できていない実態もあ
る。体験的学習の充実させることでコ
ミュニケーション力を身につける必要
性が実感できるようにすることが課題
である。

①集団の学習の中で考えや意見を交換し合う場面を設
け、継続して取り組んでいく。
②現場体験学習で明らかになった個々の生徒の課題を
明確にし、自立活動等で取り上げるとともに、学校生
活全般でコミュニケーション力を身につける具体的、
継続的な取組を行う。

集団の学習の中で考えや意見を交換し合
う場面を設けたことで他者の考えや立場を
尊重して受け止めたり、自分の考えを的確
に伝えることできるようになってきてい
る。現場体験学習で明らかになった個々の
生徒の課題を更に学校生活の場で継続して
指導する必要がある。また、学校祭をはじ
め、劇を通して自己表現する力は培われ
た。

自立活動等を活用し、生徒が互いに話し
合う中で、更にじっくり考えることやコ
ミュニケーション力を身につける必要があ
る。また、場に応じた言葉遣いができない
B など生徒の課題を明確し、共通認識を図り
ながら指導していきたい。

①他者の考えや立場を尊重
して受け止め、自分の考え
を愛的に的確に伝えること
ができる。
②他者と場に応じた適切な
コミュニケーションを図る
ことができる。

評価基準

①相談や連絡帳等を通して、保護者や学校等と丁寧な
連携を図る。
②個別や集団等学習の形態を工夫したり、他者と楽し
んでかかわれるような活動を計画したりする。

A：十分達成（100％）

B：概ね達成（80％）

C：変化の兆し（60％）

D：まだ不十分（40％）

C

E：目標・方策の見直し（30％以下）

