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日ごとに暑さが増し、梅雨明けも間近となってきました。 

早いもので一学期を終え、夏休みを迎えようとしています。暑い日が続きますが、 

健康に気を付けて、元気に夏休みを過ごしてください。 

  

寄宿舎の取り組み（水曜活動） 

 

  今年度は、9名の舎生が生活しています。（高等部８名・中学部 1名） 

 水曜日課等を利用して、14：30 から約 1時間、みんなで活動する時間を設けています。 

誕生会や日々の生活の中で役立つこと、美化活動など、興味や関心がもてるよう工夫し計画

しています。 

 

1学期の様子 

 

【誕生会】 
4月２０日 たこやき作り 

みんなでハッピーバースデー 

を歌った後、「たこやき」の 

トッピング（かつお節・のり 

・マヨネーズ・ソースで（味 

付け）をしました。 

6月１５日 かき氷パーティー 

イチゴ・レモン・メロン・ブルーハワイの４種類の中から好きなシロップを選び、トッピ

ングにみかんを乗せていただきました。中には４種類、すべてかけてカラフルなかき氷を作

る舎生もいました。みんな、笑顔いっぱいで楽しく食べました。最後に誕生者から「みんな

に誕生日を祝ってもらってとてもうれしいです」というあいさつがありました。 

 

 

 

なかよく 

あかるく 

たくましく 
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【美化活動】 5月 17日 

暖かい天候が続き、舎庭にも雑草がたく 

さん生えてきました。 

そこで第１回美化活動として、みんなで 

草引きをしました。軍手をして、ゴミ袋 

を持って一生懸命作業しました。 

  

【栄養指導】 5月 18日 

栄養教諭の西村先生に来ていただき「おはし名人になろう」という題でお話しを 

していただきました。 

まず、聖徳太子や竹の写真を見て、日本で箸が使われるようになった歴史などをク

イズ形式で学びました。料理に使う箸、また日本以外の国で使われている箸など、箸

にも様々な種類があることを見せてもらったり、実際に触ったりしました。 

同じ箸でも長さや重さがそれぞれ全く違うことに子どもたちは、驚いていました。 

 次に、お箸の正しい持ち方を教わりました。おはしマンの動画を見ながら、一人ひ

とりが一緒に箸を持ち、動かしながら正しい持ち方を確認しました。 

 最後に大豆を箸でつかむ体験をしました。1分間でどれだけ多くの大豆をつかむこ

とができるか、みんな真剣な表情で取り組んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

【買い物学習】 6月 1日 

寄宿舎で買い物学習をしました。 

「自分でお金を払う」「好きなおやつを選ぶ」 

「金額を計算する」など、それぞれが目標を 

決めて、買い物をしました。 

お金を払って、お菓子を受け取った時には 

「ありがとうございます」と元気に言うことが 

できました。 
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小学部  

6月 20日よりプールが始まりました！ 
 

6月は梅雨空ではありましたが、雨の合間をぬいながらプール学習を行いました。渡り廊下横に突

如現れたプール。子供たちはプールの時間を楽しみにしています。せっかくのプール。中止にならない

ように、「晴れますように！」とお願いしたいですね。 

   

      

中学部校外学習(6月10日) 

鈴鹿サーキット 
 快晴に恵まれ、まさに校外学習日和となったこ

の日、中学部は毎年恒例の鈴鹿サーキットに行

きました。クラスメイトと担任でグループに分かれ、

事前に計画していたとおり、友達と一緒に好きな

乗り物に乗って、楽しく過ごしました。 

定番のでんでんむしに乗ったり、ロッキーコースターやフライングシッ

プといった少しスリルのある乗り物に乗ったりと、グループや好みによっ

て乗り物もそれぞれ違ったようです。当日はサーキットでレースもして

いたようで、それを見に行ったお友達もいました。昼食はプッチタウン

キッチンでハンバーグやエビフライがついたプレートを味わいました。生

徒の皆さんも大満足のボリュームでした。 

1日楽しく同じ活動を経験したことでクラスの絆が深まりました。 
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高等部現場実習・校内実習 
6月には、1年生は校内実習、2，3年生は現場実習を行いました。2年生は 6月

が終わると、9・10 月、1 月の 3 回実習を行います。3 年生は 6 月の現場実習後、

進路先を決めていきます。各学年の実習の様子を写真でお伝えしたいと思います。 

 

１年生校内実習の様子 

 ＊タッパーの組み立て・梱包     ＊フックボルトの組み立て     ＊スポンジちぎり 

 

 

 

 

 

 

  

２年生現場実習の様子 

＊軽作業（梱包）           ＊整美作業             ＊牛乳パックちぎり 

 

                           

 

 

 

 

 

３年生現場実習の様子 

＊牛乳パックちぎり         ＊じゃがいもの収穫             ＊ 清掃 

 

                     

 

 

 

 

３年生現場実習の様子 
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中学部保護者学習会（６月２３日） 
テーマ「中学部段階の子どもの育ちをしっかり支えていくために」 

講師 （財）三重県知的障害者育成会 理事長 高鶴かほる様 

場所 図書室（１０：１５～１１：３０） 

 ２２日から２３日の２日間に渡って、中学部の自

由参観日ありました。自由参観は、計２２名の保護

者が、中学部の授業の様子を参観されました。その参

観日に合わせ、中学部では、6月 23日に保護者学

習会を実施しました。当日は７名の保護者と教員 2

名が参加し、講師の高鶴様よりワークショップを通じて、

子どもの育ちを支えていくために、今の自分を振り返ると

いう活動を行いました。 

 高鶴様からは、当時義務制（昭和 54年）の 1年前に稲葉養護学校が開校し、その 2年目

に小学部 2年生として入学したお子さんの話を聞かせて頂きました。当時は、まだ高等部もなく小

中合わせて 26人の児童生徒に先生が 26人で、保護者 26人も一緒に外へ出かけていったこと

もあったようです。青山高原近くで運動会を実施したことや分教室が数多くあり、それらを合わせて

500人の生徒数の時もあったようです。 

 ワークショップは、自分のこれまでを振り返ったり、将来について考えたりと参加者同士で話したり、

発表したりしながら、改めて自分のしたいことは何か、できることは何かを考える機会となりました。 

詳しい内容は、一歩会場から出たら口外しないルールとなっており、だからこそ、自分の思っている

本音や言いたいことが言えるということでした。（ですから、具体的にはお伝えできませんが…） 

 あっという間の 1時間 15分で、座学として聞く形式ではない分、参加者の皆様も普段考えるこ

とのない時間を過ごすことができたのではないかと思います。 

 

 参加者のアンケート結果は以下のようになりました。 

問１．本日の学習会に参加されて良かったですか。               そう思う 100％ 

問２．本日の学習会に参加したことで、何か得られたものはありましたか。  そう思う 100％ 

問 3．本日の学習会に参加されて、今後も学習会や研修会に参加したいと思われましたか  

そう思う 100％ 

 

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。 

 ・今までの自分をふり返る良いきっかけとなりました。 

 ・自分を誉める事も大事だと思いました。 
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 ・気持ちが楽になりました。 

 ・楽しく参加できました。 

 ・自分の発言の時はきんちょうしますが、他の人のことも聞くことができてよかったです。 

 ・今日、参加してみて、振り返ってみると、子供が小さかった時あんなにえらかったのに、今、現在

は、笑って会話できるようになったんだと改めて気がつきました。 

 ・自分をほめること!!が、行き詰った時、大事だとわかりました。 

 

 問５．今後、どのような研修会・学習会の開催を望まれますか。ご希望等ご記入ください。 

 ・最後にお話してくれた成年後見制度について詳しくお聞きしたいと思いました。 

 ・是非、よろしくお願い致します。 

 ・就労について 

 ・子供が成人してから…ぐらいの将来の事 

 ・障がいのある兄弟関係について 

 ・ライフビジョンの①～⑧までの内容をききたいです。 

学校見学会（7月４日） 

  130 名の方から、事前に参加申込をいただき、当日は 120 名の方に参加していただきました。

詳細は以下のとおりでした。稲葉特別支援学校への期待や関心の高さが伺えます。 

 

  ①保護者（一部生徒含む）   ②教職員        ③関係機関（福祉・労働等） 

  保育園・幼稚園等 16名      保育園 3名     就労関係 17名 

  小学校        25名      小学校 3名     福祉関係  10名 

  中学校        25名      中学校 8名 

  不明          13名 

   計          79名         14名              27名 

         

 参加者の皆様は、プレイルームでの全体説明を受け、学校概要を紹介された後、それぞれの学

部に分かれ、授業の様子や作業学習の様子など、熱心に見学されておられました。また、各学部

に分かれての説明会でも学部の説明を聞き、多数の質問もありました。 

 知的障がいのある児童生徒が通う特別支援学校への関心が高まり、理解が深まることは大変

嬉しいことですが、本校においてもこのような機会を通じて、正しい情報を伝えていくことが、今後と

も大切な点であると再認識しました。 
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【新規放課後等デイサービス情報】 
施設名 事業形態 連絡先 その他 

ドリームズ 21st キャリ

アズ(中学・高校部) 

放課後等デイサービス 津市上浜町 6丁目 164‐1 

Tel 059-253-4100 

前号及び今号の

折込参照 

ROSELLE4TH 

KIDS CLUB 

放課後等デイサービス 津市雲出本郷町 1352‐１ 

Tel 059-253-3635 

7月 1日開所 

チャイルドハート津北 放課後等デイサービス 津市白塚町 5230－２ 

Tel 059‐232－6868 

8月1日開所予

定 折込参照 

 

 放課後等デイサービスも、本当に増えてきました。10年前は、デイサービスも限られたところしか

なく、夏休みなどは、利用するにも定員枠が一杯で、利用できないこともあったかと思います。今で

は、津市周辺だけでも20近い施設があり、療育内容や立地場所、施設や理念等を考慮に入れ

ながら、選択できる幅も広がってきました。 

 

 「ドリームズ 21st」は、中学・高校部を新たに設置し、部活動をしていても自宅に帰った後、家ま

での送迎をしてくれるということです。インターネットを介した映像授業や学力を上げるための個別指

導、漢検の受験指導やＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）など、本校の中・高等部の生徒

にも対応してもらえるということでした。「夏休み無料体験生」も募集しているそうですので、ご興味

のある方は直接問い合わせていただければと思います。 

 

 「ROSELLE4TH KIDS CLUB」は、7月 1日に開所し、これまでの３ＲＤの敷地の前にある

建物を新たに４TH として開所されたということです。職員は全員女性のみとし、子ども達が心穏や

かにゆっくり過ごせる施設をねらいとしているようです。利用する子ども達も友達と交流を深めたいタ

イプの子どももいれば、静かに過ごせる環境を必要とするタイプの子どもさんもいて、それに対応した

施設を造られたということです。 

 

 「チャイルドハート津北」は、8月 1日開所予定の施設で、白塚小学

校校門の道を挟んで目の前にある建物です。発達支援として体を動か

すフローリングのスペースがあり、ラージボールやハンモックなどが置かれて

いました。別室に学習スペースが作られており、学習支援も行われます。

土曜日には外に出かけることも行ったり、保護者支援として、午前中に

保護者相談を受けたりといった対応も考えているとのことです。送迎の事

も含め、興味のある方は一度ご相談に来てくださいとのことです。 
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期末懇談会ご参加ありがとうございました。 
各学部の懇談会を 7月の第 3週に実施しました。いかがでしたで

しょうか。担任とはしっかりと話をすることができましたでしょうか。1学

期の教育活動や様々な取り組みに対して、ご理解いただけましたで

しょうか。気になる点、ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡

下さい。また、様々なご意見もぜひお寄せ下さい。2学期に向けた取

り組みへの参考とさせていただきます。 

 

 

 

1学期の終業 
1学期が終わりました。あっという間の 1学期でしたか、長かった 1学

期でしたか、皆さん本当によく頑張りました。さて、いよいよ夏休みが始ま

ります。毎日、暑い日が続きますので、くれぐれも熱中症など体調には十

分に気をつけて、過ごしてください。おかしいなと思ったら、病院で診察を

受けましょう。 

7月 4日の夕方から 5日の朝方まで、集団で猿が現れ、学校のトマ

トなど、食べつくしていきました。毎

年、この時期猿が現れ、トマトや花

壇など荒らしていきます。よく分かっ

ているようで、親子の猿が「ウキキキ

ッ」と騒いでいます。プレイルームや校舎の屋上、寄宿舎の屋

上など、走り回って遊んでいます。猿と直接対峙すると、大変

危険なので、学校職員も緊張状態になります。幸いにも 5日

の午前 8時 30分にはもう姿は見えなくなっていました。 

稲葉特別支援学校は、大変自然豊かな環境なので、様々な動物や昆虫なども現れます。最

近では、クワガタを捕まえた生徒もいます。教室にはトンボや蝶が入ってきます。鳥のさえずりが一日

中聞こえます。最近は野ウサギは見ませんが、自然に近いからこそ、できる体験というものもあります

ね。 

 

登校日は、7月 29日（金）11時下校 です。元気な姿で登校するのを待っています。 


