令 和 元 年 度

自 己 評 価 表
鳥取県立鳥取聾学校

中長期目標 聴覚障がい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教育を行
（学校ビジョン） い、自立と社会参加に向けて豊かな心とたくましく生きる力を育てる。

年
評価項目

評価の具体項目

（教務）
(1)個別の年間指導計画を
指導と評価・改善に生か
す。

度

現状

(1)教科等の個別の年間指導計画を作成
し、単元（小中高）や活動（幼）のねら
いに対して、指導の反省欄を設けて指導
の充実を図っている。教科ごとに「つま
ずきの記録」を取ることも定着し、また
学部会や教科会等を通して幼児・児童・
生徒の共通理解が進んできており子ども
達の指導に活かす資料として機能しつつ
ある。しかし、内容にばらつきや偏りが
あることが課題である。

今年度の
重点目標

当
初
目標（年度末の目指す姿）

(1)「つまづきの記録」の内容のばら
つきや偏りをなくし、個別の年間指
導計画を指導、評価、改善に活用
し、ＰＤＣＡサイクルを定着させ、
授業に活かしている。

（研究）
(1)聴覚障がいのある幼児児童生徒それぞ (1)新学習指導要領を踏まえた、ニー
(1)聴覚障がい教 育の 専門 れの個に応じた指導を行うことが求めら ズに合った研修を企画する。
性の向上を図る。
れており、聴覚障がいに関する職員研修 (1)教職員が授業力について振り返
確かな基礎学
や一人１授業、参観ウィークなどを行
り、向上をめざそうとする。
力の定着を図
い、授業力の向上に努めている。
るための学習
指導の充実
（学力向上）
（研究）
(2)幼児児童生徒 一人 一人
の実態やニーズを総合的・
多面的にとらえ、一貫性と
一丸性のある指導と支援を
ＡＰＤＣＡサイクルで行
う。

確かな基礎学力の定着を図るための学習指導の充実（学力向上）
自立と社会参加をめざしたキャリア教育の充実（たくましく生きる力の育成）
心身の健康と豊かな自己表現力の育成（心身の育成）
生徒に対する指導の充実を図るための更なる学校業務改善の推進

評 価 結 果
目標達成のための方策

経過・達成状況

評価

（１０）月
改善方策

(1)学部会や職員会等を通し、個別の年間指導計画の
運用やつまずきの記録の意義について、共通理解をは
かる。
(1)「つまずきの記録」で、△（努力を要する）のみ
ではなく、◎（十分達成）、○（達成）においても指
導過程において、支援を行うことによって達成した内
容も明記するように説明する。
(1)「つまずきの記録」について、定期的に入力状況
を確認し記載を呼びかける。
(1)授業の反省や子ども達のつまずきなどの情報は、
学部会・教科会などで共有化する。

（１）部会で確認、相談を繰り返してきたので少し
ずつ改善の方向に向かっている。
（１）年計記入が長期休業中になったことで業務の
バランスが良いと感じた。評価記入の際に、子ども
達の実態について学部で話し合う時間に余裕があっ
た。
B
（１）「つまづきの記録」についての把握に個人差
が見られ、それが記入状況に表れている。

(1)新学習指導要領を見据えた聴覚障がい教育に関す
る研修を計画実施する。
(1)他学部への参観ができるよう、各学部で参観計画
を立てる。
(1)鳥取聾学校スタンダードを年４回活用する。

(1)参観ウィークの時間割と評価シートをボードに
(1)参観ウィークは、引き続き参観しやすい環境
提示しすぐ に参観できるような環境づくりをし
づくりに努める。
た。
(1)一人１授業の参観を呼びかけ、授業力向上に
(1)スタンダードを定期的に活用し、実践をふり返
努める。
り改善したり、学部のテーマを共通理解したりし
B
た。
(1)夏休みに「自立活動の指導を踏まえた授業づく
り」について研修をし、言語概念の形成について理
解を深めた。

（１）年計は学年（学級）の一つに見直してい
く。
（１）「つまづきの記録」は年計記入と併せて、
引き続き呼びかけていくことが必要である。

(2)聴覚活用や認知特性などの実態は多様
であり、そこに起因するコミュニケー
ションや言語獲得・拡充の困難さがあ
り、また基礎学力の定着にも課題を生じ
ている。

(2)各学部ごとにチームで幼児児童生
徒の実態把握をし、指導方法や支援
方法を検討する。ＡＰＤＣＡサイク
ルによる授業改善を繰り返し、授業
力を向上させる。

(2)各種発達検査や日常観察を通して実態把握をす
る。
(2)実態把握をどのように授業に活かしたかについ
て、わかるように指導案に記入する。
(2)子供の変容を記録する用紙を各学部ごとに工夫す
る。
(2)学部研究会を通して幼児児童生徒の実態や指導法
について共通理解をし、授業改善を図る。

(2)生徒の実態に応じた支援方法がわかるように、
指導案の文章表現を明確化した。
(2)研究テーマに合わせ学部内で共通して取り組む
ことをまとめ、それぞれの実践に取り入れている。
（小学部 他）
(2)変容の記録は教務部と連携しながら年間指導計
画の中に記載している。現在は個別に記載している B
が、今後内容を検討していく。（中学部）
(2)授業ごとに変容の記録表に支援方法と生徒の変
容について 記入し、学部研究会で有効な支援方法
について話し合う時間を持っている。（高等部）

(2)学部研究会の中で授業研究会に向けて指導案
の検討をし,実態や指導法について共通理解や授
業改善を図る。
(2)引き続き記録用紙に記録し学部研究会で有効
な支援方法について話し合う時間を設ける。

（１）聾学校のセンター的機能の一環と
して、手話と触れ合う機会や聴覚障がい
について学ぶ機会の提供が少なく、手話
や聾教育の理解と啓発の幅が狭くなって
いる。
（２)情報機器の適切な維 （２）ICT機器の活用の場面や内容の幅は
持・管理に努めると共に、 広がってきたが、より有意義な活用の仕
Iｐad等の情報機器を用い 方の模索が求められる。また、ICT機器の
たICT教育を推進し、生徒 活用に関して、教職員の日々の困り感を
及び教職員の、社会人とし 解消するための効率的な支援方法も併せ
て模索する必要がある。
て必要な情報リテラシー
（情報活用能力）の習得・
向上を図る。

（１）外部の方が手話と触れ合え
て、聴覚障がいについて学ぶことが
できる機会を企画運営する。
（２）ICT機器の活用に関して、教職
員の日々の困り感を解消するため
に、より効率的な支援方法や有効な
研修等を設ける。

（１）学校祭などの行事と兼ねて、「手話村」という
外部の方との手話に関する交流の機会を企画する。手
話普及コーディネーターと連携し、その交流の場に、
手話に興味関心のある外部の団体を招致する。
（２）昨年同様、情報研修会の事前に教職員のICT機
器の活用に関するニーズをアンケート等で把握し、そ
れに即した研修会の内容を設定する。また、日々の
ICT機器等に関する困り感に対しては、専門機関との
仲立ちをしながら、ノーツ掲示板での情報提供、総
務・情報部員による個別のニーズの聴きとりやアドバ
イスなどで、課題解消のための支援を行う。

（１）学校祭において、「手話パフォーマンス交流
会」という新しい取り組みを実施した。地域の小学
校や高等学校に手話の歌やダンスを披露してもらっ
たが、出演者も含め会場もとても良い雰囲気で終え
ることができた。
（２）今年度も夏季休業中に「仮想環境下でのホー
ムページの作り方」「ICT機器に関する実践発表」
という２つの情報研修を実施した。昨年度の反省を
踏まえ、実施時間や内容の改善も加えて行ったが、
「参考になってとても良かった。」という意見が多
かった。

（１）次年度も継続して実施できるように努めた
い。また、さらに多くの手話に取り組んでいるグ
ループに、パフォーマンス交流会への参加を呼び
かける。さらに、「手話歌ＤＶＤの作成」「聾教
育に関するミニ講座」等の新たな「手話村」の事
業を展開していきたい。
（２）次年度も職員のＩＣＴに関する日ごろの
ニーズに応じた研修を実施したい。また、普段か
らもＩＣＴに関する情報提供を積極的に行い、職
員の情報に関する困り感の解消に尽力したい。

(生活安全部）
(1)学校保健計画、学校安
全計画、学校給食計画を基
に、心身の健康、交通事故
や災害からの安全確保、健
康的な食生活について理解
を深め、健康で安全な生活
習慣が身につくように日常
的に幼児児童生徒の実態に
応じた指導を行う。

(1)学校保健計画、学校安全計画、学校給
食計画を３本の柱として、心身の健康、
交通事故や災害からの安全確保、健康的
な食生活について様々な行動を計画し、
生活安全部の職員、学級担任を中心に指
導を行っている。

(1)心身の健康、交通や災害からの安
全確保、健康的な食生活について理
解を深め、健康で安全な生活習慣が
身につくように日常的かつ継続的に
指導に取り組み、幼児児童生徒の実
践力の向上を図る。

(1)学校保健計画、学校安全計画、学校給食計画の中
から本年度の重点取組項目を８項目決定し、事前の打
ち合わせと事後のアンケートや部会による振り返りを
通して、課題を明確にし、その後の取組に活かせるよ
うにする。

（１）中学部生徒による保健委員会がスタートし、
（１）保健だよりを生徒の手で作成することに取
保健活動への興味関心意欲が育ちつつある。
り組み、保健活動への理解や意欲をさらに高めた
（１）火災避難訓練では幼児・児童・生徒の速やか
い。
な避難ができた。アンケートから連絡方法や訓練の
（１）アンケートにあげられた避難時の連絡方法
仕方について検討した。
について検討し、地震避難訓練、不審者対応訓練
（１）学校栄養士がその時期に応じた目標を設定し B に活かしたい。
て講話を行い、幼児・児童・生徒は毎回熱心に聞こ
（１）学校栄養士の講話は今後も継続していく。
うとしている。
（１）JR、バスでのマナーアップ活動はしばらく
（１）JR、バスでのマナーアップ活動を行った。ま
継続して様子を見ていく必要がある。
た、下校時にバス停で安全指導を行った。

（進路）
(1)キャリア教育や進路に
関する情報を発信する。
(2)実態や発達段階に合わ
せて、社会人として必要な
力をつけていけるようにす
る。

(1)各学部で取り組まれているキャリア教
育の内容が他学部に充分に伝わってな
い。
(1)最新のキャリア教育の動向について知
る機会が乏しい。
(2)卒業生の状況について知る機会が少な
いため幼児・児童・生徒に還元して充分
に活かすことが難しい。

(1)進路だよりを発行し、各学部の
キャリア教育取組状況の共通理解を
図る。
(2)最新のキャリア教育についての研
修会の内容や進路担当が発信する情
報を活かして幼児・児童・生徒の指
導や支援を確認・工夫・改善する。
(2)先輩の話を聞く会や生徒向けの進
路研修会の内容を指導や支援に活か
す。

(1)進路たよりを発行し、各学部のキャリア教育の取
り組みについて内外へ発信する。
(1)保護者が進路について気になっていることなどの
意見を吸い上げ、必要な情報を個別に提供する。
(2)卒業生の状況について進学、就労に分けて課題、
良い面などを伝え、本校の子どもたちへの支援に生か
すようにする。
(2)高等部が実施する「先輩の話を聞く会」や「進路
研修会」の内容を他学部の教職員にも周知する。

（１）毎月進路だよりを発行し、各学部のキャリア
教育の取り組みや進路関係の行事の報告をすること
ができた。また、学校に送られてくる進路関係の情
報はその都度校内に発信した。
（１）大学入試に向けての情報提供や希望進路に
合った見学会の実施など、必要な情報が必要な生徒
に伝わるよう努めた。
B
（２）フォローアップをこまめに行い、卒業生の状
況の把握や支援、職員への情報提供に努めた。
（２）「先輩の話を聞く会」を職員、保護者、地域
へ案内し、当日は多くの聴講者があった。主に大学
生活での情報保障について話していただいた。

（総務・情報部）
（１）学校内外の広報活動
を推進し、本校教育の理解
と啓発を図る。

自立と社会参
加をめざした
キャリア教育
の充実
（卒業後を見
据えた生きる
力の育成）

１
２
３
４

（１）生徒・職員・保護者のニーズを吸い上げて
進路たよりや職場見学の内容を考える。
（１）今後もノーツ掲示板や進路室前の掲示等を
使用して情報発信する。
（２）研修会に参加できなかった教職員について
は進路便り等で情報発信する。

（自立活動部）
(1)自立活動の指 導を 円滑
かつ効果的に行うことがで
きるよう、教育環境や教材
教具、年間指導計画の整備
に努めるとともに、専門性
を高めるための職員研修を
行う。

(1)補聴環境の整備のため、聴能関係の道具の管理や
点検、補聴器店による定期点検の日程調整を行う
(1)自立活動の専門性を高めるための全体研修会を年3
回、言語もしくは発音に関する内容を取り扱う自立活
動勉強会を年4回行う。
(1)学部を越えて、教材教具を共有できるように、教
材フォルダの整理や教材教具の管理を行うとともに、
管理場所の一覧表を掲示する。
(1)学校生活の全体場面（各教科、休憩時間など）
で、自立活動の視点で指導していくことを意識できる
ような年間指導計画であるか。また、年間指導計画の
有効性について、随時各担任の意見を吸い上げなが
心身の健康と
ら、チェックしていく。
豊かな自己表
(生活安全部）
(1)児童会・生徒会役員になった児童生徒 (1)児童生徒が自ら計画を立て、児童 (1)児童会・生徒会の活動の見通しが持てるよう、年
現力の育成
間計画の作成について助言する。役員の児童・生徒が
(1)児童会・生徒会におい
は、その責任を果たそうとしている。話 会・生徒会活動に主体的に取り組
（心身の育
話し合いを行うときは、話し合いの進め方に関する助
て、児童生徒が計画に基づ
し合いにおける活発な意見交換や見通し
む。学校生活の充実と向上のため
成）
いて見通しを持って活動し を持って活動を進めていくこと、また
に、児童・生徒会長や役員を中心に 言を行ったり、具体例を提示したりすることで生徒が
選択や決断を下すことができるよう支援を行う。
ていけるように指導・支援 個々の意見を取り入れてより良いものに 相談しながら協力して活動を進め
(2)毎週１回全校の縦割りグループで活動する「いき
する。
まとめ上げていくことについてはまだ教 る。
(2)幼児児童生徒の社会性 職員の支援が必要である。
(2)高年齢の生徒は、全員が楽しく活 いきタイム」を設定し、期間ごとに担当する学部で内
を育てるため、全校の縦割 (2)中高等部の体育の授業が５限にあると 動できるためのルールや役割を工夫 容を検討しながら進めていく。毎週の活動を続けると
りグループの活動を充実さ き、昼休憩に体育館で小中高等部の児童 し、グループでの話し合いや活動を ともに、遠足、運動会、交流給食などの行事でも縦割
せる。
生徒が一緒に遊ぶ姿が見られる。しか
リードする。低年齢の幼児児童生徒 りグループを活かした内容を取り入れ、異年齢交流を
し、まだ子どもたちの中で相談して遊び は、異年齢の友達と一緒に活動する 充実させる。学期ごとにアンケートを取り、活動の内
を広げていこうとする場面は少ない。
楽しさを感じながら、高年齢の生徒 容や方法を振り返りながら取り組みの改善を図る。
をモデルとして友達と関わる力を高
めていく。

（１）東神補聴器、補聴器サービス店、中国補聴器
（１）学部を越えた教材教具の共有をさらに図れ
（２か月に１回）に来校していただき、定期点検を
るように、教材の管理場所を整理して、場所の一
行った。
覧表を作り直したり教材フォルダの活用に関して
（１）6月の発音研修会（講師：太田先生）では、
再度説明をする。
各学部の発音指導の場面に関した指導助言を受ける
（１）年計の中には、子どもの実態と支援内容が
場を設けた。8月は、人工内耳メーカーであるコク
マッチしていないものが見られ、チェックしてほ
レア社より、人工内耳の入門編や応用編の講義を受 B しいといった要望があった。各部主事にチェック
けた。各教員の専門性に合った各研修を設けたこと
するポイントをまとめた資料を提示し、各部主事
は大変良かった。
と共通理解を図りながら、確認できる体制を築い
（１）学部を越えた教材教具の共有を図るために、
ていきたい。
教材の管理場所の一覧表を教務室に掲示したり、教
材フォルダの活用に関する説明をしたりした。

（１）個々の時間外業務の
削減目標の達成
（２）校務分掌の見直しと
生徒に対する
業務の削減（書き物による
指導の充実を
業務の整理）
図るための更
なる学校業務
改善の推進

（１）定時退勤日（早帰らーディ）の設定や声かけ
（１）あらゆる機会を通して、時間外業務の削減
により、計画的に仕事ができるような意識を定着し
の目的や意義を再度確認し、年間３６０時間を超
つつある。昨年度に比べ、学校祭が実施される月に
える者を０とする目標達成を目指す。
時間外業務４５時間以上の勤務者が減ってきてい
（２）「働き方改革」職員研修で提起された具体
る。
案を、各分掌や各学部で協議し、校務を見直し、
B
（２）夏季休暇中に全職員で「働き方改革」につい
業務の見直し・削減項目を明確にし、取り組む。
て協議する研修を行い、自らの勤務状況を振り返る
とともに、今後の本校における具体的な業務改善等
の取り組みに活かすことができた。

評価基準

(1)発音、言語、聴能に関する職員研修を
行っている。
(1)補聴環境の整備のため、聴能関係の道
具の管理や点検、補聴器店による定期点
検の日程調整を行っている。
(1)自立活動の指導に関わる教材教具の整
理や、学校生活全体場面の中でも自立活
動と関連した指導が意識できるような年
間指導計画（形式）を提案し、3年目を迎
える。

（1）年度当初や学校祭等の学校行事が実
施される月には時間外業務４５時間以上
の勤務者が増える傾向にある。
（２）昨年度より各分掌や各学部で業務
の見直しと削減を実施しているが、書き
物による業務が大きな負担となっている
現状がある。

A：十分達成（100％）

B：概ね達成（80％）

(1)職員一人一人が、自立活動（聴覚
障がい）に関わる専門性を高め、学
校全体で教材、教具を共有、活用
し、教育活動全体を通じて、自立活
動を踏まえた指導にあたる。

（１）時間外業務削減の個人目標を
前年比５％とし、取り組む。また、
時間外業務４５時間以上（月）勤務
者の解消に努め、年間３６０時間を
超える者を０とする。
（２）各分掌や各学部における校務
を見直し、業務の見直し・削減項目
を２つ以上設ける。

C：変化の兆し（60％）

（１）月ごとに定時退勤日（早帰らーディ）を設定
し、計画的に仕事ができるような意識を定着すること
に努める。
（２）更に各学部や分掌等で意見を吸い上げ、個々の
業務内容（書き物による業務の整理など）を再検討
し、全体的な業務削減の取り組みにつなげる。

D：まだ不十分（40％）

E：目標・方策の見直し（３０％以下）

（１）昨年度に協力
ただき 完成した「自立と教
(1)生徒会の話し合いで、生徒が自分のアイデアを
積極的に出そうとする態度は弱いが、教師が具体例
を提示することで生徒が選択や決断を下すことがで
きている。
(2)担当学部の職員が企画を工夫し、学部を超えて
協力して活動を楽しむ場面が見られつつある。

（１）児童・生徒自身で選択や決断ができるよう
引き続き話し合い活動で助言を行う。
（２）いきいきタイムについてアンケート(幼
児・児童・生徒・教職員)を行い、よりよい交流
の仕方について検討する。
B

