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大阪府立西浦支援学校 平成 30年度 第３回学校運営協議会（記録） 

 

日 時：平成 31年２月 13日（水）10:00～12:00 

出席者：協議会会長：加藤 美朗 （関西福祉科学大学） 

協議会副会長：今西 智奈美（大阪市職業指導センター 所長） 

    協議会委員：松原 博  （西浦町会 委員） 

           石本 悦二 （支援センター はる センター長） 

           渡邉  亜弓 （西浦支援学校ＰＴＡ委員） 

※鈴木 耕治 （羽曳野市立西浦小学校 校長）は欠席 

    校 長：川副 博史 

    准 校 長：川村 修弘 

    事 務 局：教頭（齋藤 沖間） 事務長（小池） 首席（江頭 河井 渡邉 三宅） 

部主事（小学部 縄田、中学部 戸田、高等部 神坂は欠席） 

  

１ 事務局より 

 第２回学校運営協議会議事録の学校ＨＰへの掲載が遅れたことについて謝罪を行った。 

 

２ 開会 

（１）定足数確認 

    （午前 10時 00分現在） 

     学校運営協議会委員総数：６名 

     出 席：５名※１名欠席 

     よって、本学校運営協議会が成立した。 

（２）校長挨拶 

 今年度最後の学校運営協議会よろしくお願いします。寒さの厳しい折、インフルエン

ザの大流行もあり、本校も流行が見られましたが、学級閉鎖や学校閉鎖を行うことなく

乗り切ることができほっとしております。インフルエンザ対策だけでなく、アレルギー

に関する対策も含め、しっかりとしていきたいと思っております。 

今年度より学校運営協議会と名称が変更になり、後ほど出てきますが、来年度の学校

経営計画及び学校評価の「めざす学校像」及び「中期的目標」の承認を得る事が、役割

の一つとなっております。後ほど報告いたしますがご審議いただき、承認していただけ

ればと思います。 

３学期は卒業式が予定されております。次の進路に向けての大切な行事となっており

ます。子どもたちの心に残り、次につながるような卒業式にしたいと思っています。ご

多用の折と存じ上げますが、卒業式、入学式へもご出席いただければと思います。 

今日は短い時間ですが忌憚の無いご意見をいただき、学校運営へより一層の力をいた

だきたいと思っておりますのでご協力お願いします。簡単ではございますが挨拶とさせ

ていただきます。 

 

３ 報告 

（１）学校教育自己診断について（河井首席） 

【実施時期】平成 30年 11月２日（金）から平成 30年 11月 16日（金） 

 

【回収率】68％（昨年度と比較して６％減少） 

昨年度の総括を受けて、一部改善、整理や質問項目順の入れ替えなどを行った。しば

らくは経年変化の調査を行いながら、より一層、回答しやすい項目内容や、分かりや

すい教育活動の発信につとめる。 
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【調査項目について】 

①昨年に比べて肯定的意見の割合が上昇した項目の数が 19項目（全項目 28）あり、

そのうち 70％を越えた項目の数が 16項目で 57％であった。 

※前年度は 16項目（全 29項目中）55％ 

②昨年に比べて否定的意見の割合が上昇した項目の数が 5項目（全項目 28）あった

が著しく（10ポイント以上）増加した項目はなかった。 

※最も否定的意見の割合が高かった項目はⅢの「６ 学校は、他の学校の子どもたち

と交流する機会を設けている」で 20％であったが前年度より３ポイント減少し

た。 

③わからないという意見の割合が 30％を越えた数が６項目（21％）あったが、前年

度は８項目（27％）であり、項目数、ポイント共に減少している。 

 

 【項目ごとの分析】 

「Ⅰ必須項目」 

・大阪府より、各学校に必ず聞くべき項目として９つ示されているが、うち４項

目について 80％以上の肯定評価が示されている。最も低い項目は「４ 学校は

いじめについて子どもが困っていることがあれば真剣に対応してくれる。」

で、56％の肯定評価（昨年 51％）と５ポイント上昇しているが、わからない

という回答も 39％（昨年 42％）昨年に比べ、やや改善している。保護者の

意見の中に、「いじめに関しては当事者にならなければ話を聞く事もないの

で評価できない。」とあった。年間を通じて「安全で安心な学校生活を過ご

すために」や「いじめに関するアンケート」などを行いつつ、交友関係にも

注視し、児童生徒の安心できる学校環境づくりを一層進めていく。 

「６ 学校はホームページなどの活用を含め、教育情報について、提供の努

力をしている」は昨年 58％から５ポイント上昇して 63％の肯定評価であり

年々良くなってきている。HPが見にくい、などの意見もあるため、見やす

さ、伝わりやすさなども意識した情報発信に今後も力を入れ続けていく。今

年度は学校便りの発信回数を昨年度よりも増やし、全校的な教育活動や災害

の備えに関する情報を中心に発信を行った。 

 

「Ⅱ教育活動に関すること」 

・「６ 児童会・生徒会活動は活発である。」については肯定的意見 39％（前年

36％）で否定的意見は少ない（8％）ものの多くの保護者が「わからない」と

回答している（53％、前年も 53％）。教職員の評価は 80％と高く出ているた

め、活動の様子が保護者にうまく伝わっていないことが伺える。 

・「７ 子どもたちは、積極的に部活動に参加している。」については肯定的意見

が 75％で前年度よりも６ポイント減少した（前年 81％）。わからないという

意見が前年度より５ポイント増加している。部活動（課外クラブ）に参加す

る生徒が増えており、送迎の際など様子も見ているが、活動の様子をうまく

発信できていない。２月２日の大阪府支援学校サッカー大会で準優勝してお

り生徒たちはクラブ活動を熱心に行っている。 

 

「Ⅲ学校経営に関すること」 

・「３ 学校の施設・設備は学習環境面で満足できる。」は保護者評価 80％と高

い肯定率を示しているが、教職員評価においては、「Ⅳ－６ 先進的な取組

みや児童生徒の状況に最適な授業展開ができるように、教材や環境が整って

いる。」で 47％（前年 43％）と低く出ている。反面、ICT機器の活用におい

ては「Ⅲ-３ コンピュータ等の ICT機器が、各教科の授業などで活用されて

いる。」で 87％の高い肯定評価が出ている。各授業でパソコンやタブレット

型端末での授業が当たり前のようになりつつある。子どもたちに合った教材
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がまだまだ新しい学校として不足していると教職員は感じている。研修や研

究の分掌と協力し授業力向上のため教材開発を進めている。 

・「６ 学校は、子どもが他の学校の子どもたちと交流する機会を設けている。」

は９ポイント増加し、53％でした。（前年 44％）否定的意見は 20％（前年

24％）と高く出ています。小学部は西浦小学校、中学部は峰塚中学校、高等

部は懐風館高校、松原高校と交流している。また西浦フェスティバルでは交

流校の作品展示など行っている。教職員評価においては 87％と高い肯定率を

示しているので、情報の発信が不足していると考えられる。更なる情報の発

信につとめていく。 

 

（川副校長）各項目の肯定評価が上がっていることは良いが、上がりきると課題点が見え

づらくなる。評価に甘んじるのではなく、学校教育活動の改善につながる質問内容の

改善も進めなくてはならない。 

（川村准校長）ＩＣＴ機器の活用について、肯定評価（教職員は）向上しているが、授業

で使おうとしたときに、貸し出されていて使えないという状況も生まれている。いず

れは児童生徒一人ひとりがそうした機器を持って、学習活動に取り組めるように、少

しずつであるが機器の充実を図っていく。 

（委員より） 

・視覚支援について、必要がなくなったからしないではなく、必要な部分では必要で

ある。どの学齢期においても重要であると専門機関からもお聞きしている。文字

や言葉に絵を添えて、分かりやすく伝えることを大事にして欲しい。 

・視覚支援が有効である児童生徒、苦手な児童生徒がいるが、無くしていく方向で考

えるだけでなく、それがあればコミュニケーションが取れ、うまく過ごせるとい

う事もある、自立活動の観点からもコミュニケーションに役立てていくというこ

とにおいては重要である。 

・肯定評価をどう捉えるかも大事であるが、自己診断の数値の中の「わからない」の

項目の数値も気になる。情報発信により力をいれながら、「わからない」の数値

を下げる方策も同時に考えていただきたい。 

（委員一同  その他 特段の質疑なし） 

 

（２）今年度の進路指導について（江頭首席） 

○２学期 

・８～９月 中学部生徒・保護者（希望者）対象 府立高等支援学校 オープンスクール

（たまがわ高等支援学校、なにわ高等支援学校へ参加） 

・９～10月 高等部３年生 生徒（企業就労希望者）対象 後期企業実習１（10日間）を

実施 12名参加 

・10月 高等部２年生 生徒 対象（後期企業実習５日間 18名参加、それ以外の生徒は

後期校内実習５日間に参加） 

高等部１年生 保護者対象 企業実習についての説明会 

高等部保護者対象 職業訓練校見学（大阪市職業指導センター） 

・11月 全学部保護者対象 第２回施設・作業所見学会 

小・中学部保護者対象（５ヵ所） 

高等部保護者対象（６ヵ所） 

中学部３年生 生徒・保護者（希望者）対象 府立高等支援学校 学校見学会

（たまがわ高等支援学校、なにわ高等支援学校へ参加） 

全学部保護者対象 進路講演会① 

講師：日本ドリーム・サービス株式会社 副社長酒木様） 

内容：企業就労に求められる力について 企業が求める働き続けるために必

要なこと など 
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・12月 高等部１・２年生生徒（キャリアフロンティアコース）対象 職業訓練校見学

（大阪市職業リハビリテーションセンター） 

高等部１年生生徒対象 施設・作業所見学（３ヵ所に分かれて） 

小学部６年生児童、中学部３年生生徒対象 中学部、高等部の授業見学・体験 

小学部、中学部１年生・２年生保護者対象 進路説明会 

 

○３学期 

・１月 高等部１年生生徒対象（企業実習（希望者）12名参加、それ以外の生徒は後期校

内実習に参加） 

高等部３年生生徒対象 職業訓練校 受験（希望者）5名受験 

・２月 全学部保護者対象 進路講演会② 

講師：社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 

あいあいねっと 大阪後見支援センター  所長 坪田 真起子 氏 

内容：『高等部卒業後の生活を豊かに～成年後見制度について～』 

・成年後見制度とは 

・利用手続き（申し立て）や成年後見制度の利用の意義 

・日常生活自立支援事業 など 

小学部６年生児童対象 中学部の授業体験（２回目） 

中学部３年生対象 高等支援学校受験 

・１～２月高等部３年生対象 進路決定に向けての実習等 

 

○各学部 進路状況（２月 13日現在） 

①小学部６年生（16名）西浦支援学校中学校 15名※1名は未定 

②中学部３年生（34名）西浦支援学校高等部 30名 

たまがわ高等支援学校２名 

なにわ高等支援学校１名 

八重洲学園１名 

③高等部３年生（75名） 

・施設作業所 

生活介護（36名）【決定】33名【希望】３名 

自立訓練（６名）【決定】６名 

就労意向支援（４名）【決定】１名【希望】３名 

就労継続支援Ｂ型（12名）【決定】11名【希望】1名 

就労継続支援Ａ型（０名） 

未定（方向性が決まっていない生徒）２名 

・職業訓練校 【合格】職業リハビリテーションセンター２名 

【合格】就業指導センター１名 

※不合格だった生徒に関しては今後相談していく 

・就職 （12名）【決定】11名【希望】1名 

（委員一同  その他 特段の質疑なし） 

 

（３）「平成 30年度 学校経営計画及び学校評価」について（校長・准校長） 

（川副校長） 

【１ 「教育実践マトリクス」「シラバス」「教材室」等の整備充実】 

（１）プロジェクトチームによってチェックリストの項目を決定し、その内容の精選を行

った。マトリクスと連動した指導案を作成し、それを元に研究授業及び研究協議を行

った。教材データベースにおいて、マトリクスの項目を入力して検索すると、対象の

教材が提示されるようになっている。今後は実践を蓄積し、運用を拡大していく必要

がある。 
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（２）教材展示会で注目度の高い教材について、研修を行い、新たな教材の制作とデータ

ベースへの登録を行った。教材をテーマにした研修の教員の肯定率は 86％であった。 

また、「最適な授業のための教材や環境」で肯定率向上が 47％であった。○ 

 

 

（３）今年度は全学部の情報機器の使用状況を端末上で共有することで、学部を超えた情

報機器の活用・管理を行った。また使用の頻度も記録されるため、年度末には活用状

況をまとめた。その中でも特にタブレット端末の活用頻度は増加している。それに伴

い端末数の不足が大きな課題である。○ 

教職員の教材配置 74％◎ 

ICT充実 87％◎ 

 

【２ 自立活動・キャリア教育の充実】 

（１）本校キャリア教育の概要を明らかにし、教員に対し説明を行った。またキャリア発

達視点もふまえた新教育課程に対応するシラバス改訂作業に着手中である。○ 

 

 

（２）自立活動で校外への歩行学習において地区の社会資源(公立の図書館、公園等)の利

用の活動を行った。近隣の食と緑の技術センターでの体験学習の実施。校外学習での

公共交通機関の利用。◎ 

 

（３）学部間交流として姉妹クラスでの交流を２学期、３学期に実施。小学部は西浦小学

校（２回）、中学部は峰塚中学校（２回）、高等部は松原高校（２回）、懐風館高校

（１回）と学校間交流を行った。また、教職員による出前授業、教員間交流にも取り

組んだ。西浦フェスティバルでは、各校との作品交流を実施。地域交流としては、福

祉施設と音楽交流などを行った。◎ 

 

【３ 安全安心な学校づくり】 

（１）キャリアフロンティアコースの生徒が授業において校内掲示について、作業を行

い、校内掲示(案内板、注意看板)を作成。校内 20箇所に設置した。◎ 

キャリア教育項目の肯定率が 18％向上した。◎ 

 

（２）保護者、児童生徒、教職員で防災学習及び地震避難訓練、引継ぎ訓練を実施。同時

に災害伝言サービス、災害伝言板、マチコミメールを活用し緊急連絡システムの訓練

も行った。倉庫の備蓄備品の整理を行った。今後も大規模災害を想定し備蓄備品の充

実を図っていく。防災に関する評価で肯定率 70％であった。◎ 

緊急連絡システム（メール配信）登録数（保護者・教職員）は、現在 64％である。◎ 

 

（３）学校便りの発行回数６回や、学習活動、学校行事のホームページでの発信を増やす

ことで、教育活動の周知が深まった。 

教育情報提供の努力項目で肯定率 63％◎ 

 

【４ 専門性の向上及び人材育成】 

（１）「研修」と銘打つものは全て悉皆形式で実施。各研修終了後に「研修シート」の記

入や学年での反省を実施。また、学期毎に「人権研修」も実施。「テーマ研修」は授

業力や専門性の向上、障がい理解に関する内容で３回実施。教員が受講した外部研修

の「伝達講習」や学部別の「学習会」もグループ別や対象者を絞って随時実施。障が

い理解」項目の肯定率が昨年度と同等であった。（昨年度 80％）○ 
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（２）初任者の研究授業及び研究協議に向けて「メンター制」「チューター制」を設置

し、指導案の作成や授業展開、児童生徒の指導や支援方法等に対し中堅および経験豊

富な教員が助言等を行った。学期毎に振り返り会も実施。○ 

 

 

（３）１学期に全教員を対象に公開授業を実施。２学期以降は４～６年目の教諭が研究授

業、公開授業、研究協議を随時実施。研究授業には外部講師も招聘。指導案は教育実

践マトリクスを活用して作成。他、全教員の授業力向上をめざし、「全校研究」を学

期毎に実施。◎ 

 

（４）リーディングスタッフとコーディネーターを中心に校内人材活用しながら来校・巡

回相談を年間 40回、校内相談日として地域支援室開室を月１回、定例として今年度は

10回開室した。○ 

 

（川村准校長） 

【２ 自立活動・キャリア教育の充実】 

（４）職業科（紙加工、農園、縫製、木工）で作成及び栽培したものを、地域（９/19、２

/27西浦しえんマルシェ）に販売した。 

水耕栽培で収穫した食材（水菜、レタス等）を給食材として提供する。 

※今年度、西浦フェスティバルで販売。（◎） 

 

【３ 安全安心な学校づくり】 

（４）課外クラブ在籍者が前年比 76％増加し 72名となる。美術部が関西電力コラボアー

21に出展。（◎） 

 

【４ 専門性の向上及び人材育成】 

（５）リーディングスタッフが行う地域支援において、知り得た中学校の指導内容の把握

や本校へ進学を希望している生徒情報等を、訪問することにより共有した。 （○） 

（委員一同  その他 特段の質疑なし） 

 

 

（４）「平成 31年度 学校経営計画及び学校評価（案）」について（校長・准校長） 

（川副校長） 

1 めざす学校像 

校訓「つくろう あすへの わ」（心と体の調和・仲間とのつながりの輪・自分らしさの

我の三つの「わ」）を大切にしながら、これまで大阪の支援教育で積み上げられてき

たものを大切にし、新たなニーズに対応する支援教育を発信できる学校「未来志向型

支援学校」をめざす。 

１ 「一人ひとりを大切にし、将来に向けたステップを作る学校」 

２ 「自ら前向きに変わっていこうとする力を持つ学校」 

３ 「関係機関と連携し、地域に根付く学校」 

 

２ 中期的目標 

【１「教育実践マトリクス」（本校独自の教育実践指標）、「シラバス」（年間授業計

画）、「教材室」等の整備充実】 

（１）「教育実践マトリクス」をチェックリスト方式で整備し、自立活動分野及び教科

領域分野、それぞれを地域での活用も視野に入れた充実を図る。 

（２）わかる・できる授業づくりのため、教科会の活性化と「シラバス」「教材データ

ベース」「指導案」「授業記録」等の連動と教材室整備を行う。 



7 

 

（３）教材や教具等を充実させ、多様な授業展開や指導を可能とする環境を整え、児童

生徒の生きる力の向上支援を行う。 

 

【２ 自立活動、キャリア教育の充実】 

（１）全てのシラバス（年間授業計画）において記載されているキャリア教育の観点を

確認し、それぞれの授業での PDCAサイクルを確立する。 

（２）自立活動の充実を図るとともに、地域リソースを活用した教育活動を展開し、児

童生徒の社会参加意識や社会貢献意識の向上を図る。 

（３）児童生徒の実態に応じつつ、クラス、学年、学部、学校内に捉われない人間関係

作りの経験や新たな体験を増やしていく。 

 

【３ 安全安心な学校づくり】 

（１）視覚支援や校内掲示を見直し、児童生徒の自立的行動を促すとともに誰にもわか

りやすい安全な校内環境整備を行う。 

（２）大規模変災を想定し、保護者と連携した対応シミュレーションを含めた体制やさ

らに安心な校内環境の充実を図る。 

（３）知的障がい教育における性に関する指導（試案）を作成し実践する。 

（４）学校情報発信の拡充を行う。 

 

【４ 専門性の向上及び人材育成】 

（１）先進的な取組みに学ぶと同時に人権研修を含め、障がいを固定的な状態像と捉え

ることなく柔軟で即応的な対応が可能な専門性向上めざし、校内研修体制を構築す

る。 

（２）経験の少ない教員の教育力向上だけでなく、牽引役の中堅層、ベテラン層の指導

力向上のため、メンター制、チューター制など効果的な校内支援制度を構築し、組織

的な運営をめざす。 

（３）「教育実践マトリクス」での実態把握、課題設定を活かしたケース会議や研究授

業、公開授業を行う。 

（４）地域支援室の充実と積極的な活用から、地域及び本校の支援教育力の向上と人材

育成をめざす。 

 

（川村准校長） 

1 めざす学校像 

全体の１ めざす学校像に同じ 

 

２ 中期的目標 

全体の２ 中期的目標に加え 

【２ 自立活動、キャリア教育の充実】 

（４）生徒たちが「職業」などで製作した物品や農作物等の販売学習等を通し、社会参

加のイメージやコミュニケーション能力の向上を図る。 

 

【４ 専門性の向上及び人材育成】 

（５）校区内中学校の支援学級教員や支援学校中学部との連携をより一層図る。 

 

（委員一同  その他 特段の質疑なし） 
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４ 協議 

（１）「平成 30年度 学校経営計画及び学校評価」について 

・防災の避難訓練への取り組みについて。大勢の児童生徒が在籍する中、いつ起こるか分

からないことに対して、事前に教員が事前にシミュレーションを行っていることがと

てもよい。 

・就労に関しても非常に頑張っていて、先生も丁寧な引継ぎを行っていて良い。生活課程

の生徒からも就労する生徒が出ていることがよい。 

・研修で大阪市職業指導センターの方へ先生方や保護者の方に来ていただいて、指導セン

ターでの様子を見て、その内容に対して興味を示しており、前向きに色々な事を検討

されている姿を見て、とてもよく感じた。研修に関しても熱心に取り組んでおり、伝

達講習などで他の取り組みを広めていることが魅力的な取り組みと感じる。 

・露地栽培は天候の影響を受けやすい。水耕栽培などで農作物を屋内で作っているので天

候不順でも影響が少ないと感じていたが、屋内でも温度管理などの課題があることが

分かった。露地栽培も関連機関と連携されていることが分かり、これからも課題解決

にむけて取組みを続けて欲しい。 

・「３ 安全安心な学校づくり」について校内掲示の作成に生徒が関わっていると説明を

受けたが、子どもを育てる中で成長と共に視覚支援について減らしていくことができ

たが、やはり伝える方法として有効であり大切にするものであると感じたので大事に

してほしいと感じた。 

・視覚支援について、学校教育自己診断でも要望が上がっていたが、校内掲示を校内の安

心安全作りに生かしていこうとしているのは評価できる。学校経営計画などでは行事

や外部との連携に注目されがちで、日々の教員の授業実践というものがなかなか出て

こないが、知的障がいの支援学校に通うお子さんのおおむね３割以上は自閉スペクト

ラム症に知的障がいを併せ持つといわれている。視覚支援が有効だといわれている。

もちろん苦手なお子さんもいるが、支援を減らして自立していける部分と、支援があ

ればできることが増えるお子さんもいる。自立活動の観点から見ればコミュニケーシ

ョンにどれだけ役立てていくかは非常に重要である。来年度の取り組み内容に加味す

るとよい。 

（委員一同  その他 特段の意見なし） 

 

（２）「平成 31年度 学校経営計画及び学校評価（案）」について 

・教育実践マトリクスの完成をぜひ頑張っていただきたい。教員の授業の基となるであろ

うし、保護者との個々人の児童生徒とのやり取りのためにも、家族にとっても教員に

とっても実態を知るという意味で大切なものになると考える。チェックリストにして

使い方を誤らないようにしなければならない。教育実践マトリクスが児童生徒の全て

ではなく、日々成長していくものなので、気をつけながら使用していただきたい。 

・教育実践マトリクス、シラバスと作っていく中で、働き方改革のため、仕事の効率化に

もつながる。特別支援教育は教育の内容や教材も大事であるが、どのように伝えてい

くか、どういった手立てを考えるかが重要である。 

・性に関する指導に関して、自分を大切にするということを大前提としながら進めて欲し

い。女性は被害者になりやすい。社会に出れば自分で身を守らなければというケース

もある。間違った知識で身を危険にさらす事もあり、教育の大切さを感じる。正しい

知識を持ち、母親として人を大切にできるようになった方もおられる。また、ＳＮＳ

などの危険性については親や教員だけではカバーできない面もある、情報機器は便利

に使える反面、自身でコントロールする事も学んで欲しい。本人に自覚の無いケース

もあり、性に関する指導は家庭だけでは限界があると感じている。知的障がいのある

方が性的な被害者だけでなく、様々な事象の被害者になる割合は高いといわれている

ので、そうならないようにこの点についても頑張っていただきたい。 

・４年目ということであるが、特別な支援を要する児童生徒の在籍する学校なので、学校

像や中期的目標を短期間に変えるというものではないと基本的に思っている。マトリ
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クスの完成や防災、性に関する指導などの喫緊の課題も含まれているので、良いと感

じている。ただ、学校教育自己診断を見るとわからないという回答が多い、肯定率

80％をそれ以上にするのは難しいが、わからないという項目が 30％、40％のものをど

う減らすかということに力を入れて欲しい。学校の情報発信というものが大切だと考

えている。 

・ＰＴＡ学年委員の負担を減らそうとしている。なってもらったときに必然的に運営委員

会などに出て、そのあと担任の先生方と話すことで信頼関係ができると思うので少し

ずつ学校のことに理解を増やして欲しいと思う。 

・校外学習で電車に乗るなど公共交通機関などを使うが、夜どうしても気持ちの整理のた

めに散歩する生徒さんがいて、ＧＰＳをつけて散歩に出かけている。イライラして散

歩に出かけるが、帰ってくると落ち着いている。気持ちの切り替えというものが非常

に重要であると考える。どこへ行くのかを言える子どもさんに関しては言ってから行

くなどの指導を続けて欲しい。 

・連絡帳の書き方であるが、先生方は時間の無い中、児童生徒の様子を書いていると思っ

ている。自分で伝えるのが難しいお子さんの保護者の方や、ＰＴＡ活動などで学校に

来ていない保護者の方は、児童生徒の様子が言いっ放しになっている連絡帳を見て不

安になっている。今どのような方法で指導していますとか、後で電話をしていただく

とか、前向きな意見がほしいと感じている。若い先生や経験の少ない先生方にはそう

いったスキルも身に付けていって欲しい。 

（委員一同  その他 特段の意見なし） 

 

（加藤会長）これをもって「平成 31年度 学校経営計画及び学校評価（案）」の承認とし

てよいか。 

（委員一同  その他 特段の異議なし） 

（加藤会長）特に異議の無いようなので承認とする。 

 

（３）その他 

保護者からの意見書の提出はなし 

○第２回学校運営協議会議事録について 

（川村准校長）堺市でのやり取りについてのいきさつについて把握できていなかった点に

ついて、委員長から意見書を出された方と調整すべきであるという会長のご意見もあ

るので、改めて報告をしたい。３，４年前に教育ハンドブックなるものがあり、その

中には障がいのある中学生の進路に関して記載があったが、衛星都市の該当の子ども

たちが、どこに相談に行けばよいのか誤解を招く表現があった。特に堺市は政令指定

都市でもあり、堺市在住の高等部に進学する生徒について、そのような事がないよ

う、もっと大阪府と堺市がコミュニケーションを取ってほしいとご要望があった。そ

の当時の大阪府教育庁担当首席指導主事が、堺市と、堺市の進路指導の方針や、本校

に対しての説明を、ご要望をあげておられた保護者の方に説明する場を設定された。

その場で前任の校長とも確認を行ったが、大阪府教育庁がそのような場を設定したの

であればと、校長、准校長、教頭がその場に行き、堺市の方々があまりわかってらっ

しゃらないような、本校へ通っている生徒の人数などの実情を伝えするために出向い

た。私の確認不足で委員の皆様には誤解を生じさせたことに関してはお詫びを申し上

げる。 

（委員一同  その他 特段の意見なし） 

○議事録について 

・開校当初から学校協議会、学校運営協議会と出ている。他の学校の学校運営協議会にも

参加しているが、議事録を比較するとこの学校のものはあまりにも丁寧に逐語録をあ

げている。忠実に抽出されているとかえって分かりにくい。他の学校を見るとＡ４サ

イズの用紙１枚から＋αで要点をまとめて書かれている。他の学校も確認し、事務局

の方でも検討してよいのではないか。 
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・非常に丁寧で大変である。議事録と言うのは結論が大切である。議論の過程も大切であ

るが何が決まったのか要点をまとめて書けばよい。もっと簡略化してよい。 

（委員一同  その他 特段の意見なし） 

 ※事務局にて検討のうえ今後の議事録について要点のみを記載し簡略化することを検討

する旨を回答。 

（委員一同  その他 特段の意見なし） 

 

５ 協議のまとめ 

（加藤会長）色々と課題のある中、この学校だけでなく府下全域で知的障がいの支援学校

は児童生徒数が増えている。児童生徒が増えると教員も増えるが、増え方によっては

非常につらい思いをしていると認識している。そのような中で見えないところで実は

こんな事をしているんだと、学校の見える化、アピールが説明責任にもなると考え

る。学校教育自己診断の保護者の方からも、わかりづらいといったところがあったと

思う。いくつかの点について保護者と教員の評価に差がある。それは忙しい中である

と思うが、コミュニケーションや情報発信を効率よくやっていくことが必要であると

考える。今も丁寧に情報発信されているとは思うが、より一層丁寧に子どもを見る、

保護者とのコミュニケーションを取ることをお願いしたい。保護者の観点と教員の観

点は違いがあって当たり前な部分もある。それをお互いがどう理解していくかという

ことも課題である。来年度の学校経営計画及び学校評価については委員の皆様に承認

いただいたので、来年度以降も色々と取組みをしていただいたらと考えている。どう

かよろしくお願いしたい。 

 

６ 次回連絡 

平成 31年６月の午前 10時からの２時間を予定。 

 


