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山梨県立かえで支援学校相談・支援通信 第63号 平成28年10月11日発行
※｢フレンズ｣は，かえで支援学校の校歌(杉本竜一氏作)です。本校HPにてお聴きください。

平成2８年度前期（4月～9月）センター的機能実績報告
◎オープンスクール・夏休み授業体験会関係
○オープンスクール
＜第１回＞
＜第２回＞

２２３人 ＜前年比－５４人＞
９８人 （幼児児童・保護者・通園施設職員・担任、教育委員会 等）
内 福祉･就労関係者７８人
１０３人 （生徒・保護者・担任、福祉・就労関係等）

○夏休み授業体験会

体験者数 ３９人＜前年比－１６人＞
＜年長：１７（－１０＞ 小６：６＜－６＞ 中３：１６（±０）＞

・昨年度は２回のオープンスクールにおいて福祉や就労の関係者に参加を呼びかけたところ、非常に多くの方に参加して
いただくことができました。しかし全体会の内容等、進学を検討している方とニーズが合わない部分もあったため、今年
度は１回目は小中学校就学検討者、２回目を高等部進学検討者と福祉･就労関係者に対象を分けて開催しました。
・夏休み授業体験会は、幼児の体験者は例年並みとなりましたが、小学生は減少しています。学校関係者の参
加は増加しており、小中学校での進路指導が主体的に行われてきていることが伺えます。

◎教育相談

５１回

＜前年比－３０回＞

・今年度は全体の入学希望者が少ないため、教
育相談の数は、非常に少なくなっています。早
い段階から進路を考える保護者が増えているた
め、教育相談もスムーズに行えることが多いで
す。

◎研修支援

１６回

＜前年比＋４回＞

・「 障 害 者 差 別 解 消 法 」 や 「 合 理 的 配 慮 」 に 関
する校内研修の依頼が増加しました。
・ 中学校では発達の特性と対応に関する研修の依
頼が３回あり、学校全体で支援するという意識

◎訪問相談・支援
＜前年比＋３回

４５回（１２９人）

＋２３人＞ ＊人数は のべ人数

・甲府市の巡回相談として４月に公立保育園に
訪問したため、幼児の相談人数が増加してい
ます。
・中学校からの訪問の依頼も少しずつ増加して
います。
ＳＴ（言語聴覚士）派遣 幼保３回 小１回
高１回
通級指導教室 ５回
ＯＴ（作業療法士）派遣 幼保１回
ＰＴ（理学療法士）派遣 幼保１回
心理士 派遣
小１回

が高まってきています。

◆◆◆

★「フレンズ」のバックナンバーを，ぜひＨＰでご覧ください。
この通信に関するお問い合わせは ◆◆◆

山梨県立かえで支援学校
相談･支援部 （飯嶋）
かえで支援学校

検索

甲府市東光寺2-25-1 (〒400-0807)
TEL ０５５(２２３)６３５５ FAX ０５５(２２３)６３５６
ＵＲＬ
http://www.kaedey.kai.ed.jp/
E-Mail sodan@kaedey.kai.ed.jp
（相談・支援部専用アドレス）

かえで合同学習会報告
今年度夏休み中に開かれた４つの職員研修会の内容について報告します。

講師：有泉 風 心理士
平成28年 8月1８日（木）

保 育 ・ 教 育関 係 者 、療 育 、
福 祉 、 就 労関 係 の 方 合 わ
せて、50人程度の参加があ
りました。

★本校に配属の心理士です。

「障害を持つ子どものライフステージを見通した支援」
○合理的配慮・・必要な場所で必要な支援
・インクルーシブ教育は、ひとりひとりに合わせた独自のカリキュラムを提供する。
・「わからないから仕方がない、通じないのは本人の障害のせいである」という理解は許されず、
『合理的配慮』によって解決すべきである。
☆障害を持つ人、少数派のタイプを持つ人たちは、定型発達の各ライフステージにおける発達や課題
とは異なる道筋や異なるペースで発達していく。
みんな（定型発達）に追いつく、同じにではなく、その子に合った、育ち方を保障する。
＝独自のカリキュラムが必要
“正常化を押し付けない！”
○発達に応じた学びを理解する
安 安
心 全

生きる力の
基礎を学ぶ
幼児期～小低

関わる力の
基礎を学ぶ
小中～小高

試行錯誤しな
がらの挑戦
中～高校・成人

自
律
第一段階から順に積み上げ
ていくことが重要

○就労準備性（就労を含めた社会参加のために必要な能力）の5段階
・ 第一段階： 心身の健康維持・・健康状態の把握と維持、病状管理（通院・服薬）も含む
・ 第二段階： 日常生活の安定・・規則的生活リズムと自発的日常生活活動の遂行、良好な家族関係
・ 第三段階：社会生活能力・生活の充実・・内発的趣味の充実、地域の人々との関係性、仲間との絆の維持
・ 第四段階：一般的労働能力・・指示理解やルール遵守、報告・連絡・相談の徹底、計画性や主体性 など
・ 第五段階：個別的職務能力・・職業適性、職場や業務ごとに求められるスキルは異なる
○支援をつなげていくこと
地域の幼稚園・保育所、小中高等
（支援者が変わってもライフステージはつながっている）
学校に専門家（心理士、ＳＴ<言語
聴 覚 士 >Ｐ Ｔ <理 学 療 法 士 > Ｏ Ｔ <作
講師：朝比奈 恵美 言語聴覚士
★本校に配属 業療法士> ＯＲＴ<視能訓練士>の
のＳＴです。 派遣ができます。相談して下さい。
平成28年 8月19日（金）

「構音について～発声発語器官の機能訓練を中心に～」
○構音の産生過程
呼吸（呼気が音を出す動力源となる）→発声（咽頭内部の声帯が振動して、音が産まれる。）
→共鳴（声道の形により音の響きが変化する。）→構音（声帯、舌、下顎、口唇、口蓋などの強調運動
により様々な音が産生される。）
○構音障害とは・特定の語音を習慣的に誤って発音する現象
・年齢からみて正常とされている語音とは異なった語音を発音している場合で、話の内
容よりもことばそのものに聞き手の注意を引いてしまうような状態。
（原因による構音障害の分類：１器質性構音障害 ２運動障害性構音障害 ３機能性構音障害）
○機能性構音障害の原因
基本的には分からないことが多いが、次のようなことがいわれている。
１音韻発達の未熟さ ２発声発語器官の運動機能の未熟さ ３小さいときからの食生活での問題
４言語環境
○構音指導のプログラム
●語音の弁別訓練（耳作り）・・楽器あて、動物鳴き声 など
●発声発語器官の機能訓練（口作り）・・吹く力、吸う力、かむ力、飲む力をつける、口の体操など
●構音訓練（音作り）
○日常生活の中で育てる（食事やおやつの工夫、ストローを使う、吹いてさます、うがいの習慣、表情）
○あそびの中で育てる（紙ふき、口じょうろ、シャボン玉など）
☆ラムネ、せんべい、ポッキーなどを使って、実際に鏡を見ながら実践しました。

講師：吉村 純（峡東圏域マネージャー）
平成２８年 8月2２日（月）
｢相談支援について

学校関係者に知っておいて欲しいこと」

○障害者自立支援法、障害者差別解消法などの施行を背景に、障害福祉制度やサービスは整備されて
きています。
・様々なサービスがあり、生活スタイルやニーズに合わせて利用できる。
・子どもとそれを取り巻く家族のライフスタイルを考える。
→ 年齢と共に変化していく。それに伴い、受ける支援の形態やどこから支援を受けるかも変化していく。
子どもが学校を卒業したら・・？ 親が高齢になったら・・？
★その時々にどんなサービスを受けるのか？
○その年齢ごとに必要なサービスを受けるために今から考えていきたいこと。
・サービス等利用計画の作成、障害基礎年金の取得、成年後見制度の利用、
サポートノート・ＳＯＳファイルの作成。
○今、在学中に身につけておいてほしいことは・・・。
・いろいろな生活場面を体験する（買い物、外食でメニューを選ぶ、市役所の手続きをする 等）。
・失敗もたくさん体験する（体験を通じて考えること、選ぶことを学ぶ〈自己決定の実践〉）。
・伝える力を身につける。
・異性との適切な距離を知る。
・携帯、ラインの使い方。
・お金の使い方。
・社会へ出るために必要な習慣（朝起きること、約束を守る、あいさつ・返事、身だしなみ 等）。
・相談支援専門員を活用する。→福祉サービス利用の手続きをはじめ、様々な相談ができる。
○エンパワメント（社会的不利な状況に置かれた人々の自己実現を目指した援助）の大切さ。
・当事者自身が本来持っている能力（「長所」「力」「強さ」）に気付き、ニーズを満たすために主体的
に取り組めるようになることを目指す。

講師：吉井 勘人（山梨大学 教育学部）
平成２８年 8月23日（火）
｢障害のある子どもの社会性とコミュニケーション～合理的配慮の視点から～｣
○合理的配慮…個々に必要となる適当な変更・調整
その配慮は本当に本人が必要としていることか
＝学校教育では子どもの｢意志の表明」をする力を高めて行くことが重要→コミュニケーション
（自己表現を含む）、人との関わり（人間関係）を広げる力の重要性
○ASD児の中核的障害に①共同注意の障害、②情動調整の障害がある→人間関係を調整すること
（＊ASD：自閉症スペクトラム）
の困難さを引き起こす。
○相手と意図を共有する力は乳幼児の頃からの周囲とのかかわりの中ではぐくまれる。
【意図共有の発達過程】
０～ ８ヶ月：レベルⅠ行動と情動の共有
（体の動きを相手と同調させる。視線を共有する〈同じ物を見る〉等）
９～１２ヶ月：レベルⅡ目標と知覚の共有（相手が何をしようとしているかを理解）
↓
１歳６ヶ月、２歳～：レベルⅢ意図と注意との共有（相手がどうしようとしているのかが分かる）
【これらの発達に課題のある場合の支援】
レベルⅠへの支援の一例…子どもの好む遊びの中で、感覚の特性（本人の好み、心地よさ等）
に合わせて大人がかかわる、子どもの動きや発声、表情を大人が模倣する。
○社会性の支援で大切にしたいこと：社会的なルールに従うのは大切なことだが、大人や仲間と
共に生きていくこと（分かち合うこと、目標を共有して協力できること）の心地よさの理解が
まずは前提である。

かえで支援学校高等部に入学するには‥
高等部入学までの流れ

学校選択 （ 見学・相談・体験等）
○教育相談（進路選択のための相談）
○学校見学(オープンスクール参加が学校見学になります）
○授業体験を行い、本人にあった学校選択の参考にしてください。

★不登校傾向・重複障害・療育手帳未取得・集団授業を受けていない 等の生徒は、
すぐに相談の予約を入れてください。

↓

説明会の申し込み締め切り
は 10月3１日 です。詳しい

療育手帳を取得していない生徒は

総合教育センターにて諸検査実施

↓

ことや申込用紙は、本校ホ
ームページにアップしてあ
りますので、御覧ください。

入学者選抜事務説明会 ： １１月１２日（土）10時～11時30分
＊保護者と学校の出席をお願いします。学校への事務的な説明会は今回限りです。
願書等の 出願書類はこの説明会で保護者に直接お渡しします 。
中学校経由ではお渡ししませんので、必ず保護者も出席してください。

願書提出のための

教育相談

＊本校受検の最終的な意思確認をします。
本人、保護者、担任で11月14日～12月28日に来校して
ください。相談日の予約は、11月12日から受付ます。

願書提出 ＜平成２９年２月１０日（金）～２月１６日（木）＞
土日は除く。
＊午前９時～午後４時。最終日は午前のみの受付。提出はお早めに！

↓

入学者選抜検査 ＜平成２９年３月７日（火）＞
＊午前８時３０分～１２時予定。＜国語・数学・面接検査・生活動作検査＞

↓

入学許可予定者発表 ＜ 平成２９年３月１４日（火）：１１時＞
↓

入学説明会 ＜平成２９年３月１６日（木）＞
＊ 桃花台学園の受験希望者で、本校への入学も検討されている生徒の 保護者
は、11月１２日の入学者選抜事務説明会に参加し、願書等の出願書類を受け
取ってください。また、調査書等の記載内容、提出書類等についての説明を行
うので、 学校関係者 の出席もお願いし ます。

第１６回かえで祭のお知らせ
今年のテーマは
今年のテーマは｢夢をかなえる ちょうせんのかえで祭
ちょうせんのかえで祭！｣
｣です。ひとりひとりが
ひとりひとりが、のびのびと
ひとりひとりが のびのびと
自分の力を発揮
自分
発揮できる場
場になるよう
になるよう、練習や準備
準備に取り組
組んでいきたいと
んでいきたいと思います
います。

日時：平成２８年１１月２６日（土）・２７日（日）
かえで祭

場所：山梨県立かえで支援学校

【２６日（土）】
９：３０～

９：４５

９：５０～１０：５
９：５０～１０：５０
０

開祭式（体育館）
開祭式（体育館）
小学部 学部発表
発表
中学年ブロック｢おおかみとこやぎたち｣

低学年ブロック｢とんでけひこうき｣
高学年ブロック｢じごくのぼうけん！｣
高学年ブロック｢じごくのぼうけん
１１：００～１２：００
中学部 学部発表
発表
１年生｢アニマルＧＯ！｣
２年生｢カエディジョーンズ～竜宮の秘宝を取り戻せ
２年生｢カエディジョーンズ～竜宮の秘宝を取り戻せ！～｣
３年生｢おのおのがた、収穫祭でござる｣
１３：００～１４：２０ お祭り広場（中学部生徒による製品販売・小学部職員によるゲーム屋
お祭り広場（中学部生徒による製品販売・小学部職員によるゲーム屋
さん・ＰＴＡによる模擬店、バザー等）
さん・ＰＴＡによる模擬店 バザー等）

【２７日（日）】
９：２５～１１：２５

高等部 学部発表
１年生｢変身｣
２年生｢桃太郎～みんながみんな英雄～｣
３年生｢ルパン三世－太陽の塔に隠された秘宝－｣
１３：００～１４：００ お祭り広場（高等部による製品販売、ＰＴＡによる模擬店）
お祭り広場（高等部による製品販売、ＰＴＡによる模擬店）
１４：２０～１４：５０ 閉祭式（体育館）
（体育館）

皆さまの御
の御来場をお待ちして
来場をお待ちしています
来場をお待ちしています☆
☆皆さま

毎年恒例となった
となった作品展
作品展。今年
今年も絵画、工作等
工作等、個性
個性あふれる作品
作品が並びます
びます。
かえで支援学校
支援学校の子
子どもたちの
どもたちの感性あふれる
あふれる作品をお
をお楽しみください
しみください。

期間 平成２９年 1 月８日（
期間：平成
（日）～１月
月 1３日（（金）
場所 甲府市立図書館 １階 展示室
場所：甲府市立図書館

