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夏休みに行われた研修についてお知らせします。

「学校公開」と名称を変更しました！

本校への就学をお考えの方を対象に行っていました「学校見学会」ですが、今年度から「学

校公開」と名称を変更しました。その学校公開が、小学部・中学部は 5 月 17 日・20 日、高等
部は 7 月 13 日・14 日にそれぞれ行われ、たくさんの方が本校におみえになりました。今回は
高等部の学校公開について紹介します。

高等部の学校公開には二日間で保護者の方 40名、生徒の皆さん 36名、中学校の先生 7名の
合計 83名の方が参加されました。
学校紹介 DVD の視聴後、班毎に高等部の授業の様子や寄宿舎を見学していただきました。その後は、保護者
の方々と生徒の皆さんのふた手に分かれて質疑応答の時間を設けました。保護者の方からは、通学方法や卒業後

の進路先、療育手帳の取得についてなどの質問が出されました。一方、生徒さんからは「どんな部活動がありま

すか？」「卒業して就職するとお給料はいくらぐらいもらえますか？」「寄宿舎での生活について教えてください。」

などの質問が出ました。事前に質問を用意して本校にやってきてくれた生徒さんもいました。進路選択を間近に

控え真剣に質問する 3年生の生徒さんもいました。皆さん、来校ありがとうございました。

れいほく学習会れいほく学習会れいほく学習会れいほく学習会

8/6（土）に、近隣の保育園・幼稚園の先生方をお招きして、「れいほく学習会」が行
われました。この学習会では例年「インシデントプロセス法」という事例検討会の方

法を紹介しています。「インシデントプロセス法」は、話題提供者の悩んでいる事例に

対して、参加者が一緒に考えたり、どう対応したらいいかを提案したりする、支援を

考えていく一つの方法です。今回もその方法を用いて、各グループで日頃悩んでいる

ことについての検討をしました。また教材教具展示も並行して行いました。

【話し合われたテーマ】

・お友達と適切に関わるためには…

・活動の切り替えをスムーズにするためには…

【参加者の声】

・こじんまりとした雰囲気の中での学習会だったので、とても話しやすく意見を出しやすい中で安心して参加で

きました。

・事例について掘り下げて考えていくことができました。いろいろな先生方の意見や質問から改めてしっかり子

を 見つめることができました。

・気がかりな子の支援をもっと勉強したいと思いました。実際に特別支援学校で教具を使用している場面、声掛

けの仕方、子どもの反応なども見てみたいなと思いました。

就労支援セミナー就労支援セミナー就労支援セミナー就労支援セミナー

7/29 日（金）に就労支援セミナー

が開催され、障害者の企業就労の状

況や、企業就労を目指す上で大切な

ことなどについて講師の方からお話

をいただきました。また、障害があ

る方を雇用してい

る企業の方のお話

も伺いました。

＊詳しくは本校進路指導部発行の

「進路通信 No.3」を御覧ください。

本校 HPにも掲載されています。

＜質疑応答の中から＞ ～ハローワークの方にお答えいただきました。～

Ｑ．発達障害の方の就労の相談についてお聞かせください。

Ａ．近年、発達障害と思われる方の相談は増えてきています。診断を受けてい

なくても、就職していて人間関係の中でなんとなく違和感がある、みんなの

言っていることが理解出来ない、自分を受け入れてもらえないという方の相

談は本当に増えています。ハローワークで障害者登録していただくには、自

己申告ではなく障害者手帳や専門の医療機関での診断書、主治医の意見書等

が必要になります。手帳を取得して就職する場合は、障害者枠での職場の数

が広がりますし、法定雇用率を達成するための採用としてカウントされ企業

側にとってもメリットがあります。手帳をお持ちでない場合であっても、ト

ライアル期間を設けたりジョブコーチによる支援を実施したり、本人さんに

有効な支援策をさがしてから就職に結びつける工夫をしていくことができま

す。


