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小学部親子もちつき大会(10/1) 

 小学部では、昨年度、「ぎゅーとら」さんに来ていただいて、餅つき大会をしまし

た。今年度は、保護者の方も参加していただいて、親子餅つき大会としました。ぎゅ

ーとらさんのキャラクター「とらいくん」と一緒に記念写真をしたり、餅つきをした

りして楽しみました。お餅は、きなこ餅にして、小学部全員でおいしく頂きました。 

 

中学部修学旅行(9/30～10/2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 見送りをする中学部の生徒と観光バス 

 中学部は、9 月 30 日～10 月 2 日の 2 泊 3 日で、大阪

方面へ修学旅行に行ってきました。１日目は海遊館見

学と遊覧船乗船、2 日目はユニバーサルスタジオジャ

パン、3 日目はキッズプラザ見学と、友達との楽しい修学旅行の思い出ができました。 

 

 

 

なかよく 

あかるく 

たくましく 

 
 
 
 
 

三重県立稲葉特別支援学校 平成 27 年１０月３０日 特別支援部発行 

INABA  No.82 TIMES
いなば     タイムズ 

ジ
ョ
ー
ズ
の
巨
大
な
サ
メ
！ 



 
 

2 

高等部太鼓クラブ演奏(10/11津祭り） 

 

当日の朝まで降っていた雨も止み、稲葉特別支援学校高等部太鼓クラブの和太鼓演

奏を行うことができました。演舞場では、ハワイアンや子どものヒップホップのダン

ス、女性のダンスと続き、11 時 15 分ごろに稲葉特別支援学校の名前を呼ばれ、演奏

が始まりました。練習の通り、太鼓の演奏をおごそかに鳴らし、続いて「え～じゃな

いか えじゃないか おかげまいりは、えじゃないか～」の歌と共に場内を歩き、太

鼓の演奏と踊りを披露しました。あっという間の時間でしたが、多くの観客の前で演

奏をし、盛大な拍手をもらいました。練習の成果を存分に発揮することができました。 

 

本校太鼓クラブ太鼓演奏発表予定 

 

第3回保護者支援研修会報告（9/25） 
 

 9 月 25 日（金）に、第 3回保護者支援研

修会「元気っ津版 生活支援ファイル は

っぴぃのーと 書き方研修会」を開催しま

した。三重県自閉症協会様から、みんぐる

のメンバー6名の皆様が講師として、お越し

頂きました。今回の研修会は、第 1回の「は

っぴぃのーとの紹介」に続く第2弾として、

実際に「はっぴぃのーと」を書いてみると

第 17回知的障がい者との交流会 ひろがれ友情ひろがれ仲間 

① 日時 平成 27 年 11 月 22 日（日）9：35～14：30 小雨決行 

② 場所 お城西公園 津市役所北側 

③ 内容 和太鼓演奏 稲葉特別支援学校 

発表時間 11：00～11：20  発表場所 第１ステージ（階段含む広場奥） 
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いう実技をメインにした研修会としまし

た。 

 まだ、「はっぴぃのーと」を持っていな

い方も今回の研修会で、申請と同時に、「は

っぴぃのーと」を手にし、書き方研修会も

受けるので、わざわざ市役所に何度も足を

運ぶこともなく、1回で済ませられたので、

とても良かったのではないでしょうか。 

参加者は 8名で全員高等部からの参加で

した。その内 2名の方が、新たに「はっぴ

ぃのーと」を手にされました。 

 最初は、「はっぴぃのーと」の使い方について、説明がありました。 

 様々な機関に行くと、子どもの生育歴から通院歴、教育歴など、同じことを伝える

場面があり、それらを網羅したものを一つ作成していくことで、それを提示したり、

コピーをしてもらったりすることで、手間が省けること。小学部から持つことで、成

長の歴史を 1冊にまとめることができる。学校でもらった通知表や個別指導計画、個

別支援計画など、挟んでおくだけで保存が可能となる。医療機関でもらった薬の情報

や診察記録、福祉サービスの活用状況、また、障害年金申請のためには、小さい頃か

らの詳細な情報が必要になるということで、申請の際にそれらの情報を集めることは

大変なこと。そのためにも今から必要な書類などは、挟んでまとめておくことが大事

だということです。 

 最初にこうした「はっぴぃのーと」の活用の方法等を教えていただいた後は、グル

ープに分かれて、書き方研修会を始めました。２つのグループに分かれ、一つは、す

でに「はっぴぃのーと」をお持ちのグループ、もう一つは、新たに「はっぴぃのーと」

を申請したグループ」どちらのグループも講師の方が 6名も見えるので、大変丁寧に

説明をしていただきました。途中に、パソコンを使って、インターネットからダウン

ロードする方法や、パソコンを使って記入する方法などを学び、あっという間に時間

が過ぎて行ってしまいました。 

三重県自閉症協会みんぐる様からは、また、第 3弾、第 4弾とできればいいですね。

とお声をかけていただきました。また、今後も研修会を開催できればと思います。 

 

第３回保護者支援研修会アンケート結果 
  参加者 8 名 アンケート回収８部 回収率 100％ 

問１ 本日の研修会に参加されて、良かったですか。 

表１．参加されて良かったか 

        n=8 

 

 

 

 

                      

  図１．参加されて良かったか 

              人数 ％ 

そう思う ８ 100 

まあそう思う ０ ０ 

どちらでもない ０ ０ 

あまりそう思わない ０ ０ 

そう思わない ０ ０ 

そう思う

100%
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そう思う

75%

まあそう

思う

12.5%

どちらで

もない

12.5%

そう思う
37%

まあそう

思う 50%

どちらで

もない

13%

問２ 本日の研修会に参加されて、知りたい事や疑問点等は解消されましたか。 

 

                      n=8 

 表２．知りたいこと疑問点は解消したか 

 

 

 

 

 

 

 

                                               図２．知りたいことや疑問点は解消されたか 

問３ 本日の研修会に参加されて、今後、本校で開かれる研修会に参加したいと思い

ましたか。 

 

 表３．本校の研修会に参加したいですか       n=8 

 

 

 

 

 

 

 

                         図３．本校の研修会に参加したいですか 

問４ 今後、どのような研修会の開催を望まれますか。内容や講師のご希望等ご記入

下さい。 

・成年後見人の制度について勉強させてほしい 

・もう少し、はっぴぃのーとの書き方をおそわりたいです。 

・就労後のサービス 

問５ どのようなことでも構いません。何かお気づきの点があれば、自由に記入して

ください。 

・個別に相談ができたので、聞きやすくわかりやすかったです。ありがとうございま

した。 

・いまのところ、特には。 

・はっぴぃのーとの記入方法がわかり、よかったです。 

・わからない事があれば、入江さんが教えてくれ、安心して書けました。 

・「みんぐる」の方々、親切に教えてくださって心強かったです。ありがとうござい

ました。 

              人数 ％ 

そう思う 3 37 

まあそう思う 4 50 

どちらでもない 1 13 

あまりそう思わない ０ ０ 

そう思わない ０ ０ 

              人数 ％ 

そう思う ６ 75  

まあそう思う １ 12.5 

どちらでもない 1 12.5 

あまりそう思わない ０ ０ 

そう思わない ０ ０ 
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特別支援教育研修会公開講座(10/7) 
 「てんかんについて学ぼう」をテーマに、第 4回保護者支援研修会と兼ね公開講座

としました。本校保護者 13 名、外部参加者 20 名の計 33 名が参加されました。講師

は、日本てんかん協会三重県支部代表の米田拓也様と同会員で保護者の寺尾久子様に

お越しいただきました。 

 てんかんは、あの有名なゴッホ、ナポレオン、ソクラテスも持っていたと言われて

おり、慢性疾患の一つで脳神経の異常興奮によって起こる。原因疾患が特定できない

人が 2/3 で、乳・幼児期は先天性脳異常、髄膜炎、周産期障害、思春期・成人期は、

代謝障害、外傷、脳腫瘍、脳血管障害が原因となる場合がある。発作の形は様々で、

100 人に１～3人がある。全国で約 100 万人が罹っており、発病は 3歳以下が多く、

18 歳以前に 80％発病。70～80％の人は薬で止まる。遺伝はあまり関係ない。現在で

も誤解と偏見で多くの方が苦しめられている。 

 てんかん発作には 2種類あり、部分てんかん（大脳のある部位から起きる）と、全

般てんかん（左右の大脳半球から同時に起きる）がある。てんかん発作が起きた時は、

①あわてず、落ち着く、騒がない。②すぐに救急車を呼ばない。大きな発作の場合は、

①本人がけがをしないよう気を配る。②側臥位にする。③襟元を緩めベルトを外す。

④メガネ、ヘアピンを外す。発作中は、①口の中にハンカチや箸を入れない②口の中

に薬を入れない③体をゆする、たたく、抱きしめることはしない④大声をかけること

はしない。ということです。発作が起きた時は、観察し、詳しく記録を取る事が大切。  

今回の研修会では、後半はグループに分かれ、保護者の皆様は、寺尾様と共に、校

長室でさらに保護者同士で日頃の疑問点などを話し合う機会ももちました。 

「てんかんについて学ぼう」アンケート 
 本校保護者 13 人 外部参加者 20 人 参加者計 33 人 回収 33 部 回収率 100％ 

問１ 本日の研修会に参加されて、良かったですか。（単位：人） 

 

                n=33 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．研修会に参加されて良かったか。 

表１．研修会に参加されて良かったか。 

参加者 そう思う まあそう思う どちらでもない あまりそう思わない そう思わない 

本校保護者 １２ １ ０ ０ ０ 

外部参加者 １９ １ ０ ０ ０ 

そう

思う
94%

まあそう

思う 6%
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そう

思う
91%

まあそう

思う 9%

そう

思う
79%

まあそう

思う 21%

問２ 本日の研修会に参加されて、「てんかん」について理解は深まりましたか。 

 

                  ｎ＝33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２．てんかんについての理解は深まりましたか。 

 

表１．てんかんについての理解は深まったか。 

 

問３ 本日の研修会に参加されて、「てんかん」について、さらに知りたいと思いま

したか。 

 

                              ｎ＝33 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．てんかんについて、さらに知りたいと思いましたか。 

 

表１．てんかんについて、さらに知りたいと思いましたか。 

 

 

参加者 そう思う まあそう思う どちらでもない あまりそう思わない そう思わない 

本校保護者 １２ １ ０ ０ ０ 

外部参加者 １８ ２ ０ ０ ０ 

参加者 そう思う まあそう思う どちらでもない あまりそう思わない そう思わない 

本校保護者 １３ ０ ０ ０ ０ 

外部参加者 １６ ４ ０ ０ ０ 



 
 

7 

問４ どのようなことでも構いません。何かお気づきの点があれば、自由に記入して

ください。 

 

（保護者の皆様のご意見） 

・てんかんについての基本を分かりやすく話していただいたので、自分の子供がどう

いう発作の分類に入って、薬が効いたのか、というのが理解できました。発作もいろ

んなタイプがあるのも動画でみせてもらって分かりやすかったです。また、保護者の

方々のお話しも聞かせてもらって、参考になりました。参加させてもらって良かった

です。ありがとうございました。 

・地域講座にしてもらったので、日頃お世話になっている施設の方も参加してくださ

って、保護者として、ありがたいなぁと思いました。 

・わかりやすいお話でとても勉強になりました。校長室での交流は共感できたりした

ので、良かったです。いろいろな経験談は、今後の参考になりました。 

・とても勉強になりました。もっと知りたいと思いました。 

・講師の説明は非常にわかりやすく、また、保護者同士の情報交換の設定がありがた

かった。 

・知識が深まりました。ありがとうございました。 

・ある程度の知識はありましたが、まだまだ知らない事も多いと思ったので、今回参

加させて頂いてすごく勉強になりました。 

・映像で、いろいろな発作の様子が見られて良かったです。 

・書類がはっきりしていないので、判りやすくして欲しい。 

 

（外部参加者の皆様のご意見） 

・友人の子供が高機能小１です。共働き家庭で小学校入学時のいろいろを手伝って、

今はぼちぼちフォロー中です。今回、別の友人が大人で６月にてんかん発症して、９

月に手伝い依頼がきました。（車に乗れないので、）それで私が居るときに発作がおこ

ったらどうしようと思い、参加しました。 

・とても勉強になりました。 

・本事業所は、てんかんをおこしたことがないと思っていましたが、パワーポイント

の中の映像を見た時に「あのような様子がてんかんをおこしていたんだな」と思うこ

とがありました。今日は本当に勉強になりました。 

・たいへん分かりやすく参考になりました。 

・発作時の介助方法が良くわかって勉強になりました。 

・保育園で預かっている子どもは、もうすぐ卒園ですが、園で一度も発作を起こした

ことがなく、保護者の方からの情報だけだったので、他からの貴重なお話から知識を

得ることができてよかったです。又、保護者の方のフォローの仕方など、もっと教え

て頂たいです。 

・後半、保護者様の話も聞きたかったなと思いました。 
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・本校の職員には、てんかんについて知らない人が多いと思います。本日のお話につ

いて、情報共有し学校全体で、てんかんについての理解を深めていきたいと思います。

ありがとうございました。 

・障がいのある方によりてんかんの方が多く含まれることを知り、正しい情報をもっ

と多くの人が知る必要があると思いました。 

・てんかん発作について（誘因）、前線との関連はありますか、例えば梅雨、雨の前

線など。 

・本日の研修会に参加させて頂き、とても勉強になりました。次回もあれば参加した

いと思います。 

・知ろうと思えば、素人でも何かと調べることができる世の中ですが、それでも知ら

なければならないはずの人が、まだまだ知らないがために、差別や偏見によって悲し

い出来事が今後もたくさん起こしてしまうと思います。我々のサービスに係るスタッ

フとしては、できる限り、てんかんをお持ちの方々に寄り添って参りたいと改めて思

いました。 

・各個人の障害とリンクする場合をもっと考えていきたいと思いました。 丁寧にわ

かりやすくお話しいただきました。ありがとうございました。 

 

 問５ 今後、どのような研修会の開催を望まれますか。内容や講師のご希望等ご記

入下さい。 

 

（保護者の皆様のご意見） 

・ＰＴさん、ＯＴさん等の専門職の方のお話しを聞いてみたいです。 

・相談支援事業所のあり方について。（デイサービスを受ける為にとりあえず登録し

て下さいという感じがするので） 

・知的レベルが同じぐらいの保護者で集まって歓談。 

・今、薬を飲んでいる副作用（ねむい）にどのように対応するか？教えてほしいです。 

・今日の説明、とてもわかりやすい丁寧なお話しの仕方で、とても良かったです。米

田さんありがとうございました。保護者同士の話、なかなか出来ないので、良い時間

でした。 

 

 （外部参加者の皆様のご意見） 

・友人の子供は３才で、診断を受けましたが、療育開始が、入学２ヶ月前からなので、

親の勉強会をしていないので、なんでもスポンジ吸収状態です。私自身 ADHD 傾向な

ので、私自身いろいろ勉強になります。保護者ではありませんが、参加させて頂いて、

ありがとうございます。 

・保護者の方のフォローの仕方など、このような内容の話も聞きたいです。 

・本日は、このような機会をもうけて頂き、本当にありがとうございました。 


