
本校初の防災教室、開催!!
早いもので平成３０年も間もなく終わろうとしています。今年もたくさんの出来事がありました

が、平成３０年西日本豪雨や北海道地震など自然災害も数多くありました。いつ来るか分からない

災害に備え、先日、ゆり支援学校体育館を会場に「防災教室」が行われました。対象は、本校高等

部１年生。講師は、岩城少年自然の家職員の方々です。

学習活動は３つ。段ボールを使ったパーソナルスペース作りと非常食作り、ランタン作りでした。

それぞれの班に生徒たちが分かれ、課題に挑戦しました。最後には体育館の照明を落とし暗闇の中、

炊いたご飯で作ったおにぎりをみんなで食べました。

Ａ パーソナルスペース制作班

段ボールや体育館用具室にある器具、ブルーシート等を利用して体育館に間仕切りを作りました。
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Ｂ 非常食調理班

簡易ガスコンロを使い、ジップロックに米を入れてご飯を炊きました。

Ｃ ランタン制作班

ペットボトルと懐中電灯でランタンを作りました。水を入れると光が広がりました。



Ｄ 暗闇で“いただきます！”

制作したスペースでランタンを灯し、ジップロックで作ったご飯をおにぎりにして食べました。

やわらかく、水加減も申し分なく、とてもおいしかったです。

とても実りある学習活動でした。本校の生徒はもちろんですが、今回は保護者も参加しました。

次回はぜひ多くの方に参加していただきたいと思い、紹介させていただきました。参考にしていた

だければ幸いです。

次回、ぜひ御参加ください!!
お待ちしております。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月５日（水）第２回学校運営協議会が開かれました。委員１０名と学校関係者が出席し、今年度初

のワーキンググループによる熟議が行われました。地域交流、就労、障害者理解の３つのグループに分

かれ意見交換を行いました。今回はそこで出された意見をお伝えします。 

 

 地域交流 

 

＜浜ノ町町内会について＞ 

・町内のお祭りが６月末の日曜日にある。神輿を担いで町内を１、２時間かけて一巡する。新本荘追分

や菖蒲音頭を踊る。 

・昔、ゆり養護学校が半てんを着て神輿を担ぎ、浜ノ町町内を巡って参加していた事もある。萬生苑に

行って踊りを披露していたこともある。 

・町内子供会では、廃品回収も行っている。 

 

＜ゆり花壇について＞ 

・水林交差点の釣具屋さんの前に「ゆり花壇」がある。土 

起こし、植栽、除草、水やりなどの管理を一緒にやって 

いただけないだろうか。 

・耕運機をもっている人は何人かいる。協力できればいい。 

 

＜その他＞ 

・出欠確認しなくても気軽に参加できるものだとよい。 

・青年会議所の行事関係で、学校が手伝えることはないか。行事の後のごみ拾い、菖蒲カーニバルの参

加賞のラッピングとかあれば。→どの行事も結構ボリュームがあり、大がかりになる。 

・７月末には青年会議所が主催している菖蒲カーニバルがある。由利本荘市のどんな行事がいつあるの 

か一覧などで分かればよい。 

・子ども読書の会では「おはなしフェスティバル」を１０月２０日（土）カダーレにおいて開催する。

親子で楽しめる。読み聞かせの他、人形劇などもある。それに出演してはどうか。市の生涯学習課が

関わっている。 

・除雪は会話をしながら取り組んだ。一生懸命で気持ちのいい子どもたちだった。一緒にやることで、

障害者理解につながったと思う。通学路など今年もまた一緒にやりたい。 

 

 

 

  

・秋田県は特別支援学校卒業の知的障害者の就労率が全国１位（平成２６年度）それ以降も全国平均を

上回っている状況が続いている。 

・由利本荘、にかほ地区では毎年７０～８０件。知的障害者の就労率は高いが、精神障害者の就労率は 

低い。職種は製造業が多い。 

 

秋田県立ゆり支援学校 学校運営協議会 

第４号 平成３０年１1月 6日発行 

Ａ 地域交流 

Ｂ 就 労 



・建設業や介護を中心に人手不足。特に若い人のなり手が 

いない。企業の要望をいかにマッチングさせるか。 

・企業側の意識の差で定着率に差があると感じている。 

・「足で稼いで」情報提供していく必要性を感じる。 

・ハローワークや eサポート、学校とが一緒に動くことで情報 

が入りやすかったケースがあった。 

・今後は保護者や中学部対象の職業講話も実施していきたい。 

・障害福祉サービスなどの変更点として、報酬の見直し、６５歳以上は介護保険を使って障がい福祉サ

ービスを受けることが可能になった。 

・重度身体障害者は入浴等のサービス利用ができるようになる。重度障害の生徒の受け入れに希望がも

てる。由利本荘市は高齢化社会の進行に伴い、共生型サービスへの移行は若い人の受け入れにつなが

ると感じている。 

・障害者理解は共生社会の実現が一番大切。地域にあった不安は開拓を進めるに従って協力していただ

けるようになってきた。 

・高等部の現場実習は早い段階から実施していただきありがたい。スムーズな受け入れにつながってい

る。 

・（「ほっと」の活用について）パン生産や販売でのコラボ、喫茶サービスの場の提供など可能である。 

・市の産業祭とのタイアップは可能では。ただし１１／３前後（ゆりフェスと同時期） 

・ナイスアリーナの活用はできないか。 

 

 

 

 

  

＜小学部の鶴舞小学校との交流について＞ 

・今年度の交流では、もっとゆり支援の児童を知ってもらいたいと思い、事前学習だけでなく、事後学

習の機会をもつことにした。また、１回目の交流の後、鶴舞小学校の児童から本校の児童や学校のこ

とについて疑問に思った点について書いてもらった。それに対し、よりよく関わってほしいという観

点で、質問に対する答えだけでなく、“こんな良いところもあるよ”という紹介を交え、一人一人に

返事を書いた。２回目の交流が９月に予定されているので、どんな関わりの変化が見られるか、楽し

みにしている。 

・昨年度、１回目は活動に入れなかった子どもが、２回目には参加して楽しんでいた。その様子を見て 

鶴舞小学校の子どももとても喜んでいた。たくさん考えていただきありがたいと思う。 

・小学校の先生たちも楽しませたい、喜ばせたいと言う気持ちが 

ある。みんな一生懸命で、相手側の先生たちにもどんなことを 

準備しているのか聞き、アドバイスすればよい。 

・２～３年前はカダーレで一緒に合奏していることもあった。今 

は時期的にインフルエンザなどもあり、なくなった。出前授業 

の事前学習と事後学習を押さえて取り組んでほしい。 

 

＜地域の中学校との交流について＞ 

・中学部でも今年度から地域の中学校との交流を始めた。居住地校交流をしてきた本校１年生がいるこ

と、小学部が鶴舞小学校と学校間交流を行っていることから、本荘南中学校１年生と行う。また、大

内中１年生とも交流する。今年度は学部全体ではなく本校の中学部１年生のみ行う。 

・本荘南中学校ではボッチャを行うが、事前のルール説明の際に、障害がある友達とどう接すればいい

かについて、出前授業をしてほしいと先方から依頼があり、嬉しかった。先生方も理解が深まると思

う。中学部に入ると交流が切れてしまうので本荘南中学校には感謝している。 

・ボッチャを行うことはよかった。なぜボッチャができたのか（由来）を知らせることもいいのではな 

いか。ボッチャの競技を通し、尊敬の目で見るようになると思う。 

・今年度の出前授業の内容（小学部も中学部も）を知らせていただければ、ゆり支援で出前授業を行っ

Ｃ 障害者理解 



ていることを紹介したい。事後指導の意義も伝えたい。中学校でも出前授業のニーズはあると感じて

いる。 

・活動の内容が難しいと、なかなか子どもたちの気持ちが向かないこともあるが、交流が失敗したと思

ってがっかりしてほしくない。そういう意味でももっとお互いに対する理解を深めたい。 

・障害をもっている子ができることはお年寄りでも誰でもできる内容になっている。単発で終わらず何 

度か続けて行き、この地区の方々にゆり支援の子どもたちを知ってほしいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤一喜氏（秋田県教育委員会ＣＳアドバイザー）より 

・今回は３つの部会だったが、共通して話題になったことは「障害者理解」ではなかったか。それに話

題が集まっていた。コミュニティ・スクールは社会に開かれた学校づくりを目指している。地域の方々

のいろいろな考えや学校の課題に対する思いを聞くことができた。 

・地域とゆり支援学校の子どもたちの異年齢交流が大切である。 

その中で学びが生まれる。例えば、地域の人たちと一緒に花植 

えをする。地域の方々と一緒に活動に取り組むことに意味があ 

る。 

・長いスパンで、学校と地域、互いに負担にならないように活動 

してほしい。 

・学校間交流などやりたいこと、ゆり支援学校の望みが全てではなく、双方向でお互いに考える。地域

が学校にお願いするだけでなく、また、学校は地域の考え方や求めるものを知ることが大事である。 

・たくさんやりたいことが出てくると思われるが、全て取り組もうとせず、１つ１つの積み重ねていく

ことが大事だと思う。関係者が意見を出し合うことで双方向で深め合う関係を築いていってほしい。 

 

安倍武義氏（学校運営協議会委員長）より 

・木のおもちゃ美術館の利用を積極的にしてはどうか。例えば、レストランでの接客や館内の清掃活動

などが考えられる。 

・地域の方々に（ゆり支援学校の）子どもが見える取組をしてほしい。それが地域の障害者理解につな 

がる。 

 



先月、秋田大学教育文化学部附属特別支援学校で行われた「平成３０年度公開研究協議会」で本

校のコミュニティ・スクールの取組をポスター発表させていただきました。題目は、「地域を私の

応援団に、私が地域の応援団に（ツールとしてのコミュニティ・スクール）」です。内容は、コミ

ュニティ・スクールを活用して障害者の自立と社会参加を図る様々な試みです。今年度の本校の取

組の中間報告の形になりますが、今号はその内容について紹介します。

１ なぜ、ゆり支援学校でコミュニティ・スクールなのですか？

ゆり支援学校が目標としている「地域とともにある学校づくり」には、学校と地域住民等が力

を合わせて子どもたちの学びや育ちを支援する基盤が欠かせません。（本校では、みんな元気プロ

ジェクト【地域応援活動】として取り組んできました。）

また、由利本荘・にかほ地域は、障害者雇用未達成の企業が多く、職業安定所などの関係各機

関と連携して障害者の雇用推進を図らなければなりません。（進路開拓、就労支援）

以上から、本校は障害のある児童生徒の自立と社会参加のため、今ある活動や仕組みを生かし

ながら、コミュニティ・スクール（以下ＣＳ）へと発展していくことが有効であると考え、学校

運営協議会制度を取り入れました。

※学校評議員との違いは？

→学校評議員は、学校運営（の一部）に対して意見を述べることができます。しかし、学校運営

協議会は、学校運営全般に主体的に協議する合議制の機関として違いがあります。

２ どんなことを実践しているのですか？

学校運営協議会の取組としては、主に２つの活動があり、それに焦点を当てて紹介します。

（１）みんな元気プロジェクト （２）進路開拓・就労支援

活動数 事 業 障害者 (離職) 就Ｂ、 高３生 事 業

雇用 生介 合計

H26 ２２ 国民文化祭応援プロジェクト ４ １ ９ １３ －

（高等部）

H27 ９ みんな元気ＰＪ（高等部の文化 ６ ３ １１ １７ －

活動等）

H28 ７２ みんな元気ＰＪ（全校のいろい ７ ０ １３ ２０ 職域開拓事業

ろな活動に拡大）

H29 ３４ みんな元気ＰＪ＋ＣＳ導入促進 ６ ０ １２ １８ ＣＳ導入促進事業

事業（公開授業研究会）

H30 ３８ みんな元気ＰＪ（ＣＳ導入） (８) (８) １６ 学校・家庭・地域連

携総合推進事業
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（１）みんな元気プロジェクト

これは、平成２６年度から行われてきた地域応援活動のことで、コミュニティ・スクールの中

心に位置付けました。例えば、保育園との交流活動、子吉川花いっぱい運動、にかほ海の幸祭り

等地域のイベントへのボランティア参加、作業学習製品販売等で地域を元気にする活動です。活

動を通して、地域への障害者理解を図っています。学校運営協議会の委員の方々の提言を活用し、

みんな元気プロジェクトの内容の検討を行う等、御協力を得て実施しています。

（２）進路開拓・就労支援

平成２８年度から職域開拓事業等を活用し、障害者雇用に取り組んでいます。高等部を中心に、

生徒の実態に合った職場開拓や新規事業開拓、実習を含め、就労支援が行われたことで、平成２

８年度から障害者雇用された卒業生から離職者が「０」となっております。

このように本校は、地域を活用し、児童生徒が主体的に地域で生活し、地域に必要とされる人

材育成を目指しています。そのツールとしてコミュニティ・スクールを活用しています。

３ 成果と課題 （平成２９年度の実践より）

（１）成果 ①由利本荘・にかほ地域の社会資源を活用する機会を捉え直し、年間指導計画と単元

構成を検討し、授業の充実を図った。

②ＣＳ準備委員会から学校経営及び教育活動に関する提言をいただいた。

③ＣＳディレクターを活用したことで、新たな職域開拓ができ、新規事業所（１０箇

所増、平成２８年度比）が増えた。

（２）課題 ①ＣＳ準備委員会（今年度から学校運営協議会）からの提言を教育活動に生かす仕組

みづくりを整える。

②教職員のＣＳについての理解促進を行う。

③学校運営協議会に係る活動やみんな元気プロジェクト等の実践を地域に発信する。

４ 課題解決（改善）に向けて（平成３０年度の取組）

課題①に対して～学校運営協議会からの提言を教育活動に生かす仕組みづくり→

ワーキング・グループの実施

課題②に対して～教職員への理解促進→アンケート実施

各種研究会・研修会、他地区の協議会や先進地区の視察内容等の伝達

課題③について～地域への理解促進 ＨＰによる情報発信 「ＣＳ通信」の発行



 

 

 

 

 

 

 

 
本校では、昨年度の文部科学省委託「コミュニティ・スクール導入推進事業」を経て、今年度から学

校運営協議会（コミュニティ・スクール）を本格的に導入しました。コミュニティ・スクールとは、学
校と地域住民、保護者等が力を合わせて学校の運営に取り組む仕組みで、地域と学校が一体となり、役
割分担や相互補完をしながら共通の目標に向かっていくことで、地域も学校も元気にすることをねらっ
ています。 
先月の１２日、第１回目学校運営協議会（コミュニティ・スクール推進委員会）が本校を会場に実施

されました。委員の皆様には、本校児童生徒の学習の様子を直接ご覧頂き、その後会議では一人一人の
委員の方に委嘱状をお渡ししました。会議ではたくさんのご意見を頂き、活発な話し合いがなされまし
た。今号では、その様子を簡潔にお知らせいたします。 
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 ○学校運営協議会委員 

  遠藤千代子 氏 （由利本荘市健康福祉部福祉支援課 課長補佐（兼）障がい支援班長） 

  尾留川 等 氏 （つるまい福祉会 水林新生園施設長） 

  藤田 幸紀 氏 （本荘公共職業安定所 所長） 

  髙橋ひろみ 氏 （由利本荘地域生活支援センター センター長） 

  大城 孝一 氏 （本荘教育学習課長兼中央公民館長） 

  佐藤  隆 氏 （由利本荘市教育委員会学校教育課 指導主事（兼）学校教育班長） 

  安倍 武義 氏 （元本荘北中学校長） 

  川嶋 真諒 氏 （子吉保育園 園長） 

  安倍 一毅 氏 （由利本荘青年会議所 理事長） 

  鈴木  司 氏 （国立病院機構あきた病院 療育指導室長） 

  中川 節子 氏 （由利本荘市子ども読書活動推進会議 会長） 

  金子 由雄 氏 （浜ノ町町内会長） 

  佐藤  徹 氏 （ゆり支援学校 ＰＴＡ会長） 

 

 ○本校職員 

  校 長    田口 睦子     小学部副主事    髙橋真理子 

  教 頭    大山 美香     中学部副主事    太田 清子 

  教 頭    鎌田  誠     高等部副主事    熊地  需 

  小学部主事  阿部 泰雄     高等部副主事    大庭せい子 

  中学部主事  山中 征子     進路指導主事    菊地 正紀 

  高等部主事  鈴木  健     主任寄宿舎指導員  仁平 牧子 

高等部の授業を参観 特別支援教育課からの委嘱状 白熱した会議 



 

 

 

 
◇学校運営説明（田口校長）  
・地域を「教育の場」本校を「地域の核」として進めたい。 
・本校は来年創立２０周年を迎える。児童生徒は、減少傾向にあり児童生徒８９名、内６名が肢体不自
由等を合わせ有している。 

・利用人数減少傾向の寄宿舎を、生徒の社会自立のために利用することを検討していく。 
・児童生徒の居住地域との交流、居住学区での同世代の子どもとの交流を大切にし、将来成人式に一緒
に参加させたい。居住地校交流は、今年度 1１名が希望している。小学部は９名(５０％)、中学部は
２名(１０％未満)である。３年以内に小学部は１００％、中学部でも今より人数を増やすことが目標。 

・進路指導はコミュニティ・スクールディレクタ－の協力のもと進めている。 
・昨年度、地域支援部が幼稚園、保育園へ４９回、小中学校へ１1５回、高等学校へ１１回支援に入っ
ているが、今後はそれぞれの学校が自立できる支援を心掛けたい。 

・教育プランは、今年から５年間のプランである。今年度の本校の教育プランにおいては、特に「教育
課程の編成」、「一人一人の卒業後の豊かな生活を目指した授業実践」、「地域の特色を生かした作業学
習」の部分でコミュニティ・スクールの皆様のご意見や助言をいただきたいと考えている。 

 
◇寄せられたご意見（抜粋） 
・「絵本の世界を楽しもう」では、市・子ども読書活動推進活動の事務局が生涯学習課を通すといろい
ろなことに対応できると思う。 

・交流した小中学校の子どもたちをゆり支援の子どもたちが育てている。小、中学校の子どもたちにも
ものの考え方や理解を深める意味で効果あり。 

・除雪活動も確実に地域に広がってきている。 
・地域交流が大切。成人式の時に１人でいることのないように、小学校、中学校と各段階で交流できる
とよい。先生方同士がもっと顔を合わせることが必要。保護者の交流に対する理解も必要。 

・寄宿舎を自立して生活していくための訓練の場として活用できるとよいのでは。 
・除雪ボランティアに来てくれたことを後で知った。事前に連絡があればできるだけ協力したい。 
・雇用率、３年前まで本市はワ－スト１。この３年間で上昇し８０％を達成。現在法定雇用率２．２％
に上がる。６月１日の調査で未達成企業が増えていると思うので一般就労のチャンスではないか。 

・初回から活発に会が進んだことが素晴らしい。由利本荘市では平成２７年度頃は、学校を支援しよう
という考えだったが、２８年度からは支援ではなく一緒にやっていきましょうという考えに変わった。
学校応援隊である。委員の皆さんは、委員になったから何かしなくてはならないのではなく、会に参
加することで○○のことだったら知っているなど、できることを協力してもらえればと思う。 

月 日 学校運営協議会 その他の取り組み 

５   職員の意識調査実施（年度当初） 

６ １２ 第１回  授業参観 

      学校運営方針の承認 

      年間計画等の確認 

 

８   委員の方との熟議（適宜） 

９ ５ 第２回  学校中間評価 

      ワーキンググループによる熟議 

 

１０    

１１     委員の方との熟議（適宜） 

１２   職員の意識調査実施（年度末） 

 

２  第３回  協議会の役割・在り方の検討 

      ワーキンググループによる熟議 

      ＣＳディレクターの活用状況報告 

      学校年度末評価 

第３３回秋田県教育研究発表会での発表 

活 動 計 画 
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「コミュニティ・スクール」始動

校長 田口 睦子

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは、学校と保護

者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映さ

せることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支えていく

仕組みです。具体的には、保護者や地域住民で構成される「学校運営

協議会」を通じて、保護者や地域の皆さんの意見を学校運営にどんど

ん反映させていきます。

本校ではこれまでも「地域と共に歩み、地域で育ち，地域に必要と

される学校」を目指して、地域と連携した教育活動を行ってきました。

パン作り等の地域の先生として、あるいは、読み聞かせや清掃等で多

くの方々の御協力をいただいております。

コミュニティ・スクールになった今年度は、心強い地域の応援団で

ある「学校運営協議会委員」の皆さんと定期的に意見交換ができます。

９月には、就労、障害者理解、地域交流のワーキンググループをつく

り、委員の皆様と職員がともに、それぞれの課題解決に向けてアイデ

ィアを出し合っていく予定です。コミュニティ・スクールを通して、

子どもたちの現在（いま）と将来の豊かな地域生活が実現できるよう、

地域とのパイプをさらに太くしていきたいと思います。

 

秋田県立ゆり支援学校 学校運営協議会

第１号 平成３０年７月６日発行
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