
 

 

 

 

 
 

 

交流及び共同学習について

として、「交流及び共同学習」を行っています。

学校間交流・地域との交流をしています。
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③

《小学部低学年》

と年

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

とりを通して交流を重ねることができました。

いました。本校での交流会では、北潟小

童

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

体育館で思い切り体

し

《小学部高学年》

嶺北特別支援学校

交流及び共同学習について

本校では 

・ 障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会

・ 障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒や地域の人々と理解し合う機会

・ 教科等のねらいの達成の機会

・ 居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流）

として、「交流及び共同学習」を行っています。

具体的には、

学校間交流・地域との交流をしています。

① 居住地校交流

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

部低学年で

② 学校間交流

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

る直接的にふれあう活動です。

③ 地域との交流

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

地域の人たちを招き、学習の様子を紹介したり、互いに交歓したりする活動も

での行事やボランティア活動に児童生徒が参加する場合もあります。

今回は各学部の、直接交流の中のいくつかを

《小学部低学年》

小学部低学年は、啓蒙小学校

と年 2 回の学校間交流を行いました。

啓蒙小学校との交流は、啓蒙小学校のわくわくルームで行い、自己紹介カ

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

とりを通して交流を重ねることができました。

北潟小学校との交流は、本校と北潟小学校を会場に、それぞれ１回ずつ行

いました。本校での交流会では、北潟小

童の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

体育館で思い切り体

しました。 

《小学部高学年》

嶺北特別支援学校

交流及び共同学習について

 

障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会

障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒や地域の人々と理解し合う機会

教科等のねらいの達成の機会

居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流）

として、「交流及び共同学習」を行っています。

具体的には、 直接交流として学校間交流・居住地校交流・地域との交流、

学校間交流・地域との交流をしています。

居住地校交流 ・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

部低学年で 10 名、小学部高学年で

学校間交流   ・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

る直接的にふれあう活動です。

地域との交流 ・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

地域の人たちを招き、学習の様子を紹介したり、互いに交歓したりする活動も

での行事やボランティア活動に児童生徒が参加する場合もあります。

今回は各学部の、直接交流の中のいくつかを

《小学部低学年》 

小学部低学年は、啓蒙小学校

回の学校間交流を行いました。

啓蒙小学校との交流は、啓蒙小学校のわくわくルームで行い、自己紹介カ

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

とりを通して交流を重ねることができました。

北潟小学校との交流は、本校と北潟小学校を会場に、それぞれ１回ずつ行

いました。本校での交流会では、北潟小

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

体育館で思い切り体を動かす｢しっぽ取り｣や｢玉入れゲーム｣など、北潟小学校の児童

 

《小学部高学年》 

嶺北特別支援学校 地域支援情報

交流及び共同学習について 

障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会

障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒や地域の人々と理解し合う機会

教科等のねらいの達成の機会 

居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流）

として、「交流及び共同学習」を行っています。

直接交流として学校間交流・居住地校交流・地域との交流、

学校間交流・地域との交流をしています。

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

名、小学部高学年で

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

る直接的にふれあう活動です。 

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

地域の人たちを招き、学習の様子を紹介したり、互いに交歓したりする活動も

での行事やボランティア活動に児童生徒が参加する場合もあります。

今回は各学部の、直接交流の中のいくつかを

小学部低学年は、啓蒙小学校の特別支援学級と年

回の学校間交流を行いました。

啓蒙小学校との交流は、啓蒙小学校のわくわくルームで行い、自己紹介カ

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

とりを通して交流を重ねることができました。

北潟小学校との交流は、本校と北潟小学校を会場に、それぞれ１回ずつ行

いました。本校での交流会では、北潟小

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

を動かす｢しっぽ取り｣や｢玉入れゲーム｣など、北潟小学校の児童

毎年継続して

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

４年生が来校し

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では

マットの出し入れを協力して行う姿が見られ

学校に出向き、

だり、ゲーム屋さんになって受付をしたりしました。

でお互いに慣れ
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障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会

障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒や地域の人々と理解し合う機会

居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流）

として、「交流及び共同学習」を行っています。 

直接交流として学校間交流・居住地校交流・地域との交流、

学校間交流・地域との交流をしています。 

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

名、小学部高学年で 13 名、中学部で

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

 

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

地域の人たちを招き、学習の様子を紹介したり、互いに交歓したりする活動も

での行事やボランティア活動に児童生徒が参加する場合もあります。

今回は各学部の、直接交流の中のいくつかを紹介します。

特別支援学級と年

回の学校間交流を行いました。 

啓蒙小学校との交流は、啓蒙小学校のわくわくルームで行い、自己紹介カ

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

とりを通して交流を重ねることができました。 

北潟小学校との交流は、本校と北潟小学校を会場に、それぞれ１回ずつ行

いました。本校での交流会では、北潟小学校児童が校内や

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

を動かす｢しっぽ取り｣や｢玉入れゲーム｣など、北潟小学校の児童

毎年継続して交流している高椋小学校のほか

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

４年生が来校し、

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では

マットの出し入れを協力して行う姿が見られ

学校に出向き、

だり、ゲーム屋さんになって受付をしたりしました。

でお互いに慣れた様子が見られ、

     平成 29 年度

  平成 30 年

障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会

障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒や地域の人々と理解し合う機会

居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流）

 

直接交流として学校間交流・居住地校交流・地域との交流、

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

名、中学部で 3名の児童生徒が行いました。

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

地域の人たちを招き、学習の様子を紹介したり、互いに交歓したりする活動も

での行事やボランティア活動に児童生徒が参加する場合もあります。

紹介します。 

特別支援学級と年 1 回、北潟小学校

啓蒙小学校との交流は、啓蒙小学校のわくわくルームで行い、自己紹介カ

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

 

北潟小学校との交流は、本校と北潟小学校を会場に、それぞれ１回ずつ行

児童が校内や小学部低学年の児

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

を動かす｢しっぽ取り｣や｢玉入れゲーム｣など、北潟小学校の児童

交流している高椋小学校のほか

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

、合唱を披露した後

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では

マットの出し入れを協力して行う姿が見られ

学校に出向き、前半後半に分かれて、

だり、ゲーム屋さんになって受付をしたりしました。

た様子が見られ、
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障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会

障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒や地域の人々と理解し合う機会

居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流）

直接交流として学校間交流・居住地校交流・地域との交流、

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

名の児童生徒が行いました。

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

地域の人たちを招き、学習の様子を紹介したり、互いに交歓したりする活動も

での行事やボランティア活動に児童生徒が参加する場合もあります。

 

回、北潟小学校 4 年生

啓蒙小学校との交流は、啓蒙小学校のわくわくルームで行い、自己紹介カ

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

北潟小学校との交流は、本校と北潟小学校を会場に、それぞれ１回ずつ行

小学部低学年の児

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

を動かす｢しっぽ取り｣や｢玉入れゲーム｣など、北潟小学校の児童

交流している高椋小学校のほか

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

合唱を披露した後、教室ごとに学校探検やゲームを行ったり、

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では

マットの出し入れを協力して行う姿が見られ

前半後半に分かれて、チャレンジランキングの

だり、ゲーム屋さんになって受付をしたりしました。

た様子が見られ、自然体で
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障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会

障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒や地域の人々と理解し合う機会 

居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流）

直接交流として学校間交流・居住地校交流・地域との交流、 間接交流として作品展を通して、

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

名の児童生徒が行いました。

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

地域の人たちを招き、学習の様子を紹介したり、互いに交歓したりする活動もしています。そのほか、地域

での行事やボランティア活動に児童生徒が参加する場合もあります。 

年生

啓蒙小学校との交流は、啓蒙小学校のわくわくルームで行い、自己紹介カ

ードの交換やペアになって行うボールリレーなどのゲーム、パラバルーンな

どの活動を行いました。交流後には、学校間交流の感想を書いた手紙のやり

北潟小学校との交流は、本校と北潟小学校を会場に、それぞれ１回ずつ行

小学部低学年の児

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

を動かす｢しっぽ取り｣や｢玉入れゲーム｣など、北潟小学校の児童

交流している高椋小学校のほかに、今年度は雄島小学校、兵庫小

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

教室ごとに学校探検やゲームを行ったり、

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では

マットの出し入れを協力して行う姿が見られました。翌週

チャレンジランキングの

だり、ゲーム屋さんになって受付をしたりしました。

自然体で活動することができていました。

－0347 福井県坂井市丸岡町熊堂

0776－67－0100  

http://www.fukuipref

oudan@fukuipref

障害のある児童生徒が、交流活動を通じて、様々な活動を体験し豊かな人間形成を図る機会 

居住地域の児童生徒と知り合い、豊かな地域生活の基盤を作る機会（居住地校交流） 

間接交流として作品展を通して、

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

名の児童生徒が行いました。 

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

しています。そのほか、地域

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

を動かす｢しっぽ取り｣や｢玉入れゲーム｣など、北潟小学校の児童が考えた遊びを楽し

に、今年度は雄島小学校、兵庫小

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

教室ごとに学校探検やゲームを行ったり、

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では

ました。翌週、本校

チャレンジランキングのゲームを楽しん

だり、ゲーム屋さんになって受付をしたりしました。2 週続けての交流だったの

することができていました。

福井県坂井市丸岡町熊堂

  FAX 0776－

http://www.fukuipref-reihoku

@fukuipref-reihoku

 

間接交流として作品展を通して、

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

しています。そのほか、地域

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

が考えた遊びを楽しんだり

に、今年度は雄島小学校、兵庫小

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

教室ごとに学校探検やゲームを行ったり、

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では

本校児童が雄島小

ゲームを楽しん

週続けての交流だったの

することができていました。

福井県坂井市丸岡町熊堂 3－36 

－67－0099 

reihoku-sh.ed.jp

reihoku-sh.ed.jp 

間接交流として作品展を通して、

・・・本校の児童生徒が、自分が住んでいる地域の小・中学校等との間で、小・中学校等

の遠足などの学校行事に参加したり、一部の教科等の学習を共にしたりするなどの活動です。今年度は小学

・・・本校と小・中学校及び高等学校等との学校間で行われるものです。本校の児童生徒

が、小・中学校及び高等学校等の児童生徒等と学校行事や総合的な学習の時間、一部の教科で活動を共にす

・・・本校の児童生徒と地域社会の人たちの間で行われるものです。授業（作業学習等）の

活動として、学校周辺地域の各家庭を訪問してアルミ缶の回収をしています。また、文化祭等の学校行事に

しています。そのほか、地域

の学習の様子を見学した後、プレイルームにて交流会を行いました。ふれあい遊びやパラバルーン、エビカニ

体操などを楽しみました。北潟小学校での交流会では、「しろくまのジェンカ」の音楽遊びでふれあったり、広い

んだり

に、今年度は雄島小学校、兵庫小

学校と学校間交流を行いました。雄島小学校との交流では、まず雄島小学校の

教室ごとに学校探検やゲームを行ったり、

体育の授業でマットを使った運動を一緒にしたりしました。準備や後始末では、

が雄島小

ゲームを楽しん

週続けての交流だったの

することができていました。 

sh.ed.jp 

 



《中学部》

り招待されたりして交流をしています。過去には地域の公民館で

に

た

を通して交流学習を行いました。本校生徒と坂井地区中学校特別支援学級生

徒が

ました。順番を守りながら、ボウリングゲームをするうち、友達に「次だよ」

と合図したり、友達のピンが倒れると手をたたいたりする姿が見られ、中に

はピンが倒れるとグループ全員が大声を上げて喜んで盛り上がっていると

ころもありました。

ームで嬉しそうに

《高等部》

工・陶芸作品などを販売しました。

 

 

授業参観を行いました！

小

通級指導を担当している先生方を対象に

度初めての企画でしたが、たくさんの先生方から申込みをいただき

の教育指導計画とのつながりを説明させていただきました。参加

料を撮影される先生方

する相談にも応じていますので、どうぞ

生方を案内しながら授業の目的や教材の工夫点等について説明させていただきました。

アンケート等で貴重な

思います。

（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）

《中学部》 

坂井地区特別支援学級の生徒と本校生徒とが、毎年１回お互いに招待した

り招待されたりして交流をしています。過去には地域の公民館で

に分れてのそば打ち、本校のクラスごとにゲームや調理などの趣向をこらし

た活動などを行

を通して交流学習を行いました。本校生徒と坂井地区中学校特別支援学級生

徒が 1グループ

ました。順番を守りながら、ボウリングゲームをするうち、友達に「次だよ」

と合図したり、友達のピンが倒れると手をたたいたりする姿が見られ、中に

はピンが倒れるとグループ全員が大声を上げて喜んで盛り上がっていると

ころもありました。

ームで嬉しそうに

《高等部》 

工・陶芸作品などを販売しました。

いろいろな人と交流

授業参観を行いました！

 

本校では、地域の特別支援教育のセンター的機能を担う取組の一つとして教育相談を行っています。地域の

小・中学校の先生方に

通級指導を担当している先生方を対象に

度初めての企画でしたが、たくさんの先生方から申込みをいただき

授業参観では、本校の個別の教育支援計画や個別の教育指導計画の作成の流れや、個別の教育支援計画と個別

の教育指導計画とのつながりを説明させていただきました。参加

料を撮影される先生方

する相談にも応じていますので、どうぞ

生方を案内しながら授業の目的や教材の工夫点等について説明させていただきました。

アンケート等で貴重な

思います。 

 

（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）

・作業学習を

・複数の児童の個別学習を

・将来のことを見据えて、言葉遣いや態度など

・複数学級の

どもの実態

いました。

 

坂井地区特別支援学級の生徒と本校生徒とが、毎年１回お互いに招待した

り招待されたりして交流をしています。過去には地域の公民館で

てのそば打ち、本校のクラスごとにゲームや調理などの趣向をこらし

活動などを行っています

を通して交流学習を行いました。本校生徒と坂井地区中学校特別支援学級生

グループ 4名程度のグループに分かれ、グループ毎にゲームを楽しみ

ました。順番を守りながら、ボウリングゲームをするうち、友達に「次だよ」

と合図したり、友達のピンが倒れると手をたたいたりする姿が見られ、中に

はピンが倒れるとグループ全員が大声を上げて喜んで盛り上がっていると

ころもありました。1 人

ームで嬉しそうに掛けていました。

 

工・陶芸作品などを販売しました。

いろいろな人と交流し、本校高等部の活動や製作品についての情報を発信しています。

授業参観を行いました！

本校では、地域の特別支援教育のセンター的機能を担う取組の一つとして教育相談を行っています。地域の

中学校の先生方に、本校の教育相談をより身近に感じてもらうため

通級指導を担当している先生方を対象に

度初めての企画でしたが、たくさんの先生方から申込みをいただき

授業参観では、本校の個別の教育支援計画や個別の教育指導計画の作成の流れや、個別の教育支援計画と個別

の教育指導計画とのつながりを説明させていただきました。参加

料を撮影される先生方もたくさんいらっしゃいました。本校の教育相談では、個別の教育支援計画等の作成に関

する相談にも応じていますので、どうぞ

生方を案内しながら授業の目的や教材の工夫点等について説明させていただきました。

アンケート等で貴重な御意見をいただきました。いただいた

 

（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）

作業学習を参観しました。作業学習の内容

・複数の児童の個別学習を

・将来のことを見据えて、言葉遣いや態度など

複数学級の小学部高学年の生活単元学習の授業を見ることができました。どのクラスでも子

どもの実態、ニーズに基づき、とても細やか

ました。日頃の子どもの丁寧な観察の大切さを改めて再確認することができました。

坂井地区特別支援学級の生徒と本校生徒とが、毎年１回お互いに招待した

り招待されたりして交流をしています。過去には地域の公民館で

てのそば打ち、本校のクラスごとにゲームや調理などの趣向をこらし

っています。今年度は、ボウリング場に集まり

を通して交流学習を行いました。本校生徒と坂井地区中学校特別支援学級生

名程度のグループに分かれ、グループ毎にゲームを楽しみ

ました。順番を守りながら、ボウリングゲームをするうち、友達に「次だよ」

と合図したり、友達のピンが倒れると手をたたいたりする姿が見られ、中に

はピンが倒れるとグループ全員が大声を上げて喜んで盛り上がっていると

人 1 ゲーム行い、合計点でチーム毎に表彰しました。終わりの会では、手作りメダルをチ

ていました。 

もや梨の収穫体験やトラクター等の農作業機のデモンストレーション

乗を通して交流をしました。今年度は、栗の収穫体験をしました。収穫した栗

を買い取り、食品加工班の生徒が栗を使ったケーキを製作しました。ケーキは、

校内販売をしたり、文化祭の喫茶店で販売したりしています。

て交流をしています。また、県庁ホールにて行われたセルプフェアや情報セン

ターにて行われたクマンドーウィークに参加し、授業で製作

工・陶芸作品などを販売しました。 

し、本校高等部の活動や製作品についての情報を発信しています。

授業参観を行いました！ 

本校では、地域の特別支援教育のセンター的機能を担う取組の一つとして教育相談を行っています。地域の

本校の教育相談をより身近に感じてもらうため

通級指導を担当している先生方を対象に

度初めての企画でしたが、たくさんの先生方から申込みをいただき

授業参観では、本校の個別の教育支援計画や個別の教育指導計画の作成の流れや、個別の教育支援計画と個別

の教育指導計画とのつながりを説明させていただきました。参加

もたくさんいらっしゃいました。本校の教育相談では、個別の教育支援計画等の作成に関

する相談にも応じていますので、どうぞ

生方を案内しながら授業の目的や教材の工夫点等について説明させていただきました。

意見をいただきました。いただいた

（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）（参加者からの声を紹介します）    

参観しました。作業学習の内容

・複数の児童の個別学習を同時に行う

・将来のことを見据えて、言葉遣いや態度など

小学部高学年の生活単元学習の授業を見ることができました。どのクラスでも子

ニーズに基づき、とても細やか

日頃の子どもの丁寧な観察の大切さを改めて再確認することができました。

坂井地区特別支援学級の生徒と本校生徒とが、毎年１回お互いに招待した

り招待されたりして交流をしています。過去には地域の公民館で

てのそば打ち、本校のクラスごとにゲームや調理などの趣向をこらし

年度は、ボウリング場に集まり

を通して交流学習を行いました。本校生徒と坂井地区中学校特別支援学級生

名程度のグループに分かれ、グループ毎にゲームを楽しみ

ました。順番を守りながら、ボウリングゲームをするうち、友達に「次だよ」

と合図したり、友達のピンが倒れると手をたたいたりする姿が見られ、中に

はピンが倒れるとグループ全員が大声を上げて喜んで盛り上がっていると

ゲーム行い、合計点でチーム毎に表彰しました。終わりの会では、手作りメダルをチ

 

坂井農業高校

もや梨の収穫体験やトラクター等の農作業機のデモンストレーション

乗を通して交流をしました。今年度は、栗の収穫体験をしました。収穫した栗

を買い取り、食品加工班の生徒が栗を使ったケーキを製作しました。ケーキは、

校内販売をしたり、文化祭の喫茶店で販売したりしています。

熊堂地区と渡新田地区の方々とアルミ缶回収

て交流をしています。また、県庁ホールにて行われたセルプフェアや情報セン

ターにて行われたクマンドーウィークに参加し、授業で製作

 

し、本校高等部の活動や製作品についての情報を発信しています。

本校では、地域の特別支援教育のセンター的機能を担う取組の一つとして教育相談を行っています。地域の

本校の教育相談をより身近に感じてもらうため

通級指導を担当している先生方を対象に、11 月中旬から

度初めての企画でしたが、たくさんの先生方から申込みをいただき

授業参観では、本校の個別の教育支援計画や個別の教育指導計画の作成の流れや、個別の教育支援計画と個別

の教育指導計画とのつながりを説明させていただきました。参加

もたくさんいらっしゃいました。本校の教育相談では、個別の教育支援計画等の作成に関

する相談にも応じていますので、どうぞ御活用ください。

生方を案内しながら授業の目的や教材の工夫点等について説明させていただきました。

意見をいただきました。いただいた

    

参観しました。作業学習の内容や手順、振り返りの方法が良かっ

行う学習環境

・将来のことを見据えて、言葉遣いや態度など

小学部高学年の生活単元学習の授業を見ることができました。どのクラスでも子

ニーズに基づき、とても細やか

日頃の子どもの丁寧な観察の大切さを改めて再確認することができました。

坂井地区特別支援学級の生徒と本校生徒とが、毎年１回お互いに招待した

り招待されたりして交流をしています。過去には地域の公民館で

てのそば打ち、本校のクラスごとにゲームや調理などの趣向をこらし

年度は、ボウリング場に集まり

を通して交流学習を行いました。本校生徒と坂井地区中学校特別支援学級生

名程度のグループに分かれ、グループ毎にゲームを楽しみ

ました。順番を守りながら、ボウリングゲームをするうち、友達に「次だよ」

と合図したり、友達のピンが倒れると手をたたいたりする姿が見られ、中に
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