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（祝）いなばタイムズ 

発行 100号記念 
 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願いします。 
 

本日より、3学期が始まりました。冬休み中はいかがでしたでしょうか。風邪やインフルエンザ、ノ

ロウイルスなどが流行っていましたが、児童生徒の皆さん、保護者の皆さん、体調はいかがでしたで

しょうか。 さて、上記にも記しましたが、本校発行「いなばタイムズ」がついに 100号を迎えました。

ありがとうございます。そこで、本号では、「発行100号記念」として、保護者の皆様からのお祝いメ

ッセージや、いなばタイムズの歴史を振り返ってみたいと思います。 

 

メッセージをいただきました各学部の保護者の皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

なかよく 

あかるく 

たくましく 
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「いなばタイムズ」の歴史 
 

「いなばタイムズ」の第 1号は、今から 6年前の平成 23年 4月 14日に「コーディネーター通

信」として発行したものが始まりです。特別支援教育がスタートして 4年目を迎えた時、本校の情

報発信としての取り組みが、決して十分とは言えないところでした。情報弱者を作らないこと、特別

支援教育への理解を促進させること、福祉の情報を伝えること、また、本校の取り組みを、保護者

の皆様や地域の皆様に届けたいという強い思いもありました。 

そんな中、1年目の「コーディネーター通信」は年間 31号を発行するに至りました。この通信の

発行は反響が大きく、その後、他校においても同様の通信が発行されるに至り、当時の本校保護

者からのアンケート結果からも、発行を喜ぶ声が多数集まりました。その結果、平成 23年度三重

県特別支援教育実践研究報告会(三重県水産会館:H24.3.1）において、この「コーディネー

ター通信」を活用した情報発信の取り組みを報告するに至りました。 

表１．三重県立稲葉特別支援学校「いなばタイムズ」発行歴 

※１ 平成 29年 1月 10日現在 

  「コーディネーター通信」は、平成 24年度から「イナバタイムズ（INABA TIMES）」と名称を

変更し、新たにスタートしました。より学校の情報を伝えることを念頭に年間 30 号を発行しました。

この「イナバタイムズ」は、理想教育財団主催の「平成 24年度 第 9回プリントコミュニケーション

ひろば」において全国の小中高校等の学校 688点の応募の中から特別支援学校として唯一「佳

作」をいただき、以下のような講評もいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 通 信 名 № 年間発行号数 

平成 23年度 コーディネーター通信 №1 ～№31 31号 

平成 24年度 イナバタイムズ №32～№61 30号 

平成 25年度 いなばたいむず №62～№65 4号 

平成 26年度 いなばたいむず №66～№71 6号 

平成 27年度 いなばタイムズ №72～№88 17号 

平成 28年度 いなばタイムズ №89～№100※１ 12号※1 

【講評】 

 特別支援学校のコーディネーターが発行している通信「INABA TIMES」は、単なるコーデ

ィネーターからの通信ではなく、「学校だより」としての内容も含み、学校での行事の様子

や外部機関の取組の紹介や児童・生徒への支援内容等、保護者にとっては必要な情報が満載

されている通信です。 

 毎回 A3版ヨコ書きの裏・表４ページで構成され、とても読みやすい紙面になっています。

特に保護者へのアンケートによる自由記述意見も掲載され、学校と保護者の信頼関係の構築

に一役買っていることが伺えます。今後の計画的な継続発行を期待します。 
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 本校には、入賞作品集が贈られ、現在も図書室に保管してあります。  

平成 23年度と平成 24年度に行ったアンケートにより掲載してほしい

情報を保護者の皆様に尋ねたところ、表２の結果となり、保護者として

は「福祉」の情報を載せて欲しいということが分かりました。そこで、現在も、

「いなばタイムズ」では、継続して福祉の情報を掲載しています。平成24 

年 4 月に厚生労働省と文部科学省の連名で「児童福祉法等の改正

による教育と福祉の連携の一層の推進について」が通知されました。教

育と福祉の更なる連携について伝えられており、本校が先行的に行って

きたことは、間違いではなかったと確信しました。当時それぞれ、1年間発行した物を1冊にまとめ、

「コーディネーター通信集」と「イナバタイムズ集」とし、保護者及び関係機関に配布いたしました。 

 

表２．保護者が望む「コーディネーター通信」、「イナバタイムズ」に掲載してほしい情報 

 平成 23年度アンケート結果 平成 24年度アンケート結果 

1位 福祉に関する情報 福祉に関する情報 

2位 医療に関する情報 労働に関する情報 

3位 特別支援教育に関する情報 学校内の情報 

4位 学校内の情報 医療に関する情報 

 

平成 25～26年度の 2年間は、「イナバタイムズ」は「いなばたいむず」になり、平成 27年度か

ら、「いなばたいむず」は「いなばタイムズ」として、現在に至っています。発行部数においても、年間

何号発行し、どのような情報を発信するか計画的な発行に努め、年間 17号発行しました。学校

内の情報だけでなく、福祉、進路、研修会等の情報をとり入れながら、特別支援部全員体制で

毎月作成するようになりました。引き続き、今年度の「いなばタイムズ」も、本校特別支援部員が、

各号ごとに担当を決め原稿を作成しています。記事については、各学部及び寄宿舎の協力を得

ながら、主な行事内容や新規福祉サービスの情報などを掲載し、毎月の発行に努めています。 

これまで発行した全ての「いなばタイムズ」は、ホームページにおいて公開されており、いつでも閲

覧できるようになっています。過去の記事が読みたい、カラー印刷したい時には、ぜひご活用くださ

い。 

保護者の皆様の支えのおかげで、こうして「いなばタイムズ」は、「100号」を迎えることができまし

た。長い道のりでしたが、本当に 6 年間「いなばタイムズ」をお支え頂き、誠にありがとうございました。

そして、今後とも、保護者の皆様と関係機関の皆様と共に連携を深め、200号に向け発行を続

けていきたいと思います。これからの「いなばタイムズ」もどうぞ、よろしくお願いします。  
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    祝 100号記念 
     保護者の皆様からの 

お祝いメッセージ特集 
 

 

・「いなばタイムズ」100 号発行おめでとうございます。毎号たくさんの情報がつまっ

ていて、重宝しています。これからも楽しみにしています。 

・福祉の情報がわかりやすくてありがたかったです。他の学部の様子がわかるのも良

かったです。これからもいろいろ教えていただきたいです。 

・新しい福祉サービスや障がいの子供を持つ情報としての知識など、知る事の出来な

かった情報を、いなばタイムズのお便りを通じて、たくさん知る事が出来ました。

ありがとうございます！ 

・㊗ 100号!! 毎号いろんな情報を届けてもらい、ありがとうございます。これから

もよろしくお願いします 

・いつも子供たちの様子が写真や文で教えてもらってうれしいです。時々カラーがみ

たいです。 

・進路資源の情報は、中学部から就学先を探すのにとても役立たせて頂きました。あ

りがとうございました!! 

・いつもとても役に立つ情報や研修会を開いて頂いて本当にありがとうございます。

知らない事ばかりだったので、すごく助かっています。これからも為になる情報発

信よろしくお願いします。 

・100号おめでとうございます。これからも、いろいろな情報、楽しみにしています。

ところで、いなバンビは男子？女子？年齢は？などのいなバンビ特集をぜひ。 

・この 6年間でいなばタイムズを 100号も出してもらっていたのですね。ありがとう

ございます。 

・保護者、個人では、なかなか集めることができない福祉の情報や公共の福祉サービ

スの情報、新設される児童デイサービスの情報をいち早くいなばタイムズで知らせ

てもらったおかげで、早めに行けて利用できました。ありがとうございました。本

当に助かりました。 

・ちょうど 6年前の今頃、中学部から入学されたお母さんが、「さすが、特別支援学

校ね。こんなにいち早く福祉の情報を学校の方からこんなに出してもらえるなんて

すごいね！すごく助かる！今まで全く情報を受け取れてなかったから…」と言われ

たのを思い出しました。その時、「うん、今年度から、コーディネーター通信です

ごく出してもらっているよね。助かるよね。」とお話したのを思い出しました。 

・福祉の事だけではなく、学校全体や他学部の様子を載せてもらって、（子供が話せ

ないので）学校の様子をこのいなばタイムズでおしえてもらって良かったです。一

番今でも覚えているのは、中庭に野ウサギが来た内容です。読んで心が「ほっこり」

しました。 

・作ってもらっている先生方は、お忙しい中で大変だったと思います。100号まであ

りがとうございます。これからも宜しくお願いします。 
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 小学部 おたのしみ会 
１２月６日、小学部ではおたのしみ会が行われまし

た。 

運動会で取り組んだダンスや学校祭の発表で取り組

んだ歌を皆で楽しみ、１、２学期に頑張ったことを振

り返る機会にもなりました。 

そして、メインイベントはプレゼントタイム！どこ

か見覚えのある（？）サンタさんが大きな袋を背負っ

て登場すると、児童たちは大喜び！一緒に記念撮影をしたり、プレゼントをもらった

りして、楽しい時間を過ごしました。  

 

中学部 がんばり会 
12 月 7，8 日に晴天の下、がんばり会が

行われました。 

 生徒たちは、毎日朝の運動の時間に練習を

続け、今回たくさんの生徒が記録を伸ばすこ

とができました。 
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【連絡】第２回保護者支援研修会 
━知的障がいのある方が障がい年金を申請するために━ 

第２回保護者支援研修会が 1月１８日（水）に開催されます。保護者の皆様には

既に案内をさせていただき、各学部より計 33名の参加申込みを頂きました。また、事前に

質問もご記入いただきましてありがとうございました。質問につきましては、講師の方にお渡

ししてありますので、当日回答頂けると思います。どうぞよろしくお願いします。受付はプレイ

ルームとなりますので、直接プレイルームにお越し下さい。 

連絡事項を以下に記しましたので、気をつけてお越し下さい。 

 

【受付】9:50～10：10 【研修会】10:10～11:40 

【講師】日本年金機構 津年金事務所お客様相談室  林 駿 様 

【会場】プレイルーム ※暖房は入りますが、大変寒い時期ですので、ご注意ください。 

【駐車場】当日は、高等部作業棟裏駐車場をご利用下さい。 

１２月７日、第２回の持久走記録会が行われました。太陽の暖かい光が降り注ぐ最高

の１日となり、全員が日頃の成果を存分に発揮することができました。いつもより良い

タイムが出た生徒も多く、日々の努力の積み重ねを実感できた１日となったのではない

でしょうか。 

持久走記録会 高等部 
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第 18回 ひろがれ友情 ひろがれ仲間 
新津市誕生 10周年 お城西公園 平成 28年 11月 20日（日） 

（写真は生徒が特定できないように画像処理しています。） 

    

第 18 回を迎える「知的障がい者との交流会」が、お城西公園で行われました。今年も、本校

の作業班が販売を行いました。同じ色のジャンパーを着て、大きな声で「いらっしゃいませー」と

呼び込みをして、購入頂いた方には「ありがとうございました」と、学校ではできない、販売対応

の実践を行うことができました。当日はお城公園に多数の参加者がみえ、にぎやかな 1 日となりま

した。 本校の太鼓クラブも太鼓演奏を披露しました。 

 

【案内】 

平成 28年度津市自発的活動支援事業 三重県自閉症協会保護者研修会 

テーマ・講師 日時・会場 申込み先 

障がいを持つ息子へ 

～息子よ。そのままで、いい～ 

RKB毎日放送東京報道部長 

講師  神戸 金史氏 

平成 29年 2月 26日（日） 

13:30～15:00 

三重県人権センター多目的ホール 

津市一身田大古曽 693‐1 

三重県自閉症協会 

090－8733－0609 

参加費 無料 

定員約 200名 
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2学期終業式 
12月 22 日（木）に 2学期終業式が行わ

れました。 

校長先生のお話のあと、各種表彰式と 

サッカークラブの壮行会が行われました。 

稲葉特別支援学校のサッカーフレンド 

チームは、キャプテンより 12月 23 日（金）

の東海大会に向け、挨拶がありました。 

また、障がい者陸上大会、読書感想画 

コンクール、漢字検定等の受賞者の紹介や 

表彰、成績発表が行われました。 

多くの賞を頂き、いっそうの励みになっていくことと思います。 

 

平成 2８年度 特別支援学校部読書感想画コンクール 
 

                                平成 28年度読書感想画コンクール

の審査が行われ、特別支援学校部の

部門において、高等部の生徒２名が、

最優秀賞に選ばれました。 

また、優秀賞、優良賞、佳作と大勢

の生徒がそれぞれ受賞し、校長先生

より表彰されました。 

 

平成 28年度 第 18回三重県障がい者スポーツ大会  

陸上競技・ボーリング 
 平成 28年 9 月 24 日（土）に、伊勢市の三重県営総合競技場において、障が

い者スポーツ大会が行われました。50ｍ、100ｍ、200ｍ、800ｍ、1500ｍ、立

幅跳びなど、多くの競技に本校生徒が参加しました。 

また、ボーリング大会は 11 月 26日（土）に津グランドボウルで行われ、終

業式で結果とともに校長先生より記録証が渡されました。 

 

 

 

 

 


