
 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の本校「オープンスクール

校への就学を検討されている方から福祉関係の方まで

いて学校概要

ただきました。一人一人の障害の状態等に応じた

うか。また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

れた参加者も多か

さて、インクルーシブ教育システム

最大限に伸ばし、

とが重要」

います。本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を

します。参加を希望される教育関係者の方は、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆夏季研修会

 ～教員の専門性を高めるために～

 日時：

 場所：

 講師：

     

 研修内容：

 ①「事例検討を通した子供理解」

アセスメントの視点や心理面からの子供理

解について、幾つかの事例検討を通して学

んでいきます。

 ②「子供理解にかかわる基礎研修」

  子供の行動等をどのように捉えるのか。

実態把握の際の視点についての研修会です

※①②どちらかを選択して御参加ください。

 ◆学習支援相談会

 日時：

場所：

 相談内容：

就学・進学

支援について

また、個別指導や本校職員による自作教

材展示も行っています

は相談時間

 

 

 

 

                        

「かがやく笑顔

も一緒に毎日

今年度の本校「オープンスクール

校への就学を検討されている方から福祉関係の方まで

学校概要を説明した

ただきました。一人一人の障害の状態等に応じた

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

参加者も多かった

さて、インクルーシブ教育システム

最大限に伸ばし、（中略）

」であり、すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を

。参加を希望される教育関係者の方は、

研修会１◆

～教員の専門性を高めるために～

日時：８月 21 日

場所：やまびこ支援

講師：①小林真理子

 ②松下浩之

内容： 

「事例検討を通した子供理解」

アセスメントの視点や心理面からの子供理

解について、幾つかの事例検討を通して学

んでいきます。 

②「子供理解にかかわる基礎研修」

子供の行動等をどのように捉えるのか。

実態把握の際の視点についての研修会です

※①②どちらかを選択して御参加ください。

学習支援相談会

：７月 26 日

場所：やまびこ支援学校

内容：特別支援教育

就学・進学に関する

について等、

また、個別指導や本校職員による自作教

材展示も行っています

相談時間を連絡いたし

                        

笑顔」は、やまびこ

毎日かがやく笑顔

今年度の本校「オープンスクール

校への就学を検討されている方から福祉関係の方まで

した後、グループ別見学

ただきました。一人一人の障害の状態等に応じた

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

ったようです。御協力ありがとうございました。

さて、インクルーシブ教育システム

（中略）一人一人の障害の状態等に

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を

。参加を希望される教育関係者の方は、

◆ 

～教員の専門性を高めるために～

日（水）10:

やまびこ支援学校 

小林真理子 先生(

松下浩之 先生(臨床心理士

「事例検討を通した子供理解」

アセスメントの視点や心理面からの子供理

解について、幾つかの事例検討を通して学

②「子供理解にかかわる基礎研修」

子供の行動等をどのように捉えるのか。

実態把握の際の視点についての研修会です

※①②どちらかを選択して御参加ください。

学習支援相談会◆※詳細は別紙の通り

日（金） 9:

支援学校 

特別支援教育ｺｰﾃﾞｯﾈｰﾀｰ

に関すること、日常的な指導

、個別相談に応

また、個別指導や本校職員による自作教

材展示も行っています。事前

を連絡いたします

                        

やまびこ支援学校

笑顔で過ごしてほしいという

今年度の本校「オープンスクール 2019」は、宮谷校舎で実施する最後の

校への就学を検討されている方から福祉関係の方まで

後、グループ別見学、自由見学により

ただきました。一人一人の障害の状態等に応じた

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

御協力ありがとうございました。

さて、インクルーシブ教育システム構築のためには、

一人一人の障害の状態等に

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を

。参加を希望される教育関係者の方は、

 

～教員の専門性を高めるために～ 

10:15～11:45

 交流ﾎｰﾙほか

(臨床心理士）

臨床心理士) 

「事例検討を通した子供理解」 

アセスメントの視点や心理面からの子供理

解について、幾つかの事例検討を通して学

②「子供理解にかかわる基礎研修」 

子供の行動等をどのように捉えるのか。

実態把握の際の視点についての研修会です

※①②どちらかを選択して御参加ください。

※詳細は別紙の通り

9:00～15:45 

 相談室  

ｺｰﾃﾞｯﾈｰﾀｰが、

日常的な指導

個別相談に応じます。

また、個別指導や本校職員による自作教

事前申込み者に

す。 

                        

支援学校の校訓です。本校

ごしてほしいという願いが

は、宮谷校舎で実施する最後の

校への就学を検討されている方から福祉関係の方まで７１名の

、自由見学により

ただきました。一人一人の障害の状態等に応じた本校の教育の一端を

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

御協力ありがとうございました。

構築のためには、「

一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導及び評価を一層充実するこ

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を

。参加を希望される教育関係者の方は、電話またはメールでお申し込みください。

 ◆

 日時：

 場所：

 講師：

 研修

る段階の学習

活用したい教材・教具を、

いき

必要な先生方

してあります

イスは本校教員が行います。

◆夏季研修会２

  日時：

 場所：

 講師：

 講演

「

日常生活が便利になった事例紹介を通し

て、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと

ただく予定です。

 

45  

交流ﾎｰﾙほか  

臨床心理士） 

 

アセスメントの視点や心理面からの子供理 

解について、幾つかの事例検討を通して学 

子供の行動等をどのように捉えるのか。 

実態把握の際の視点についての研修会です 

※①②どちらかを選択して御参加ください。 

※詳細は別紙の通り 

45   

 

が、  

日常的な指導 

ます。 

また、個別指導や本校職員による自作教 

申込み者に 

                        山梨県立やまびこ支援学校

令和元年６

本校の子ども達

いが込められています

は、宮谷校舎で実施する最後の

７１名の方に御参加いただきました。全体会にお

、自由見学により児童生徒の学習の様子

教育の一端を

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

御協力ありがとうございました。 

「障害のある子供が自己の持つ能力や可能性を

応じたきめ細かな指導及び評価を一層充実するこ

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を

電話またはメールでお申し込みください。

◆夏季研修会

日時：８月

場所：やまびこ

講師：本校教員

研修内容：文字やことば、数の基礎を育て

る段階の学習

活用したい教材・教具を、

いきます。木工

必要な先生方

してあります

イスは本校教員が行います。

夏季研修会２

日時：８月

場所：やまびこ

講師：高橋

 （一般社団法人結

   三木

 （NPO 法人ｻﾎﾟｰﾄ・ｵﾘｰﾌﾞｽﾀｯﾌ）

講演内容 ：

「ICT は機械ではなく機会です

病気や障害のある方が

日常生活が便利になった事例紹介を通し

て、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと

ただく予定です。

山梨県立やまびこ支援学校

令和元年６月 1

達はもちろんのこと

められています。 

は、宮谷校舎で実施する最後の学校公開

方に御参加いただきました。全体会にお

児童生徒の学習の様子

教育の一端を見ていただく機会になった

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

 

障害のある子供が自己の持つ能力や可能性を

応じたきめ細かな指導及び評価を一層充実するこ

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を

電話またはメールでお申し込みください。

研修会３ 自作教材づくり

８月 21 日（水）

やまびこ支援学校

本校教員  

文字やことば、数の基礎を育て

る段階の学習や国語・算数の学習において

活用したい教材・教具を、

。木工器具等の使い方

必要な先生方を対象に研修の時間を設定

してあります。また、作成途中のアドバ

イスは本校教員が行います。

夏季研修会２ ICT 活用

８月 20 日（火

やまびこ支援学校

高橋 宜盟 氏 

（一般社団法人結ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所

三木 秀 先生

法人ｻﾎﾟｰﾄ・ｵﾘｰﾌﾞｽﾀｯﾌ）

： 

は機械ではなく機会です

病気や障害のある方が

日常生活が便利になった事例紹介を通し

て、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと ICT 活用についてお話しい

ただく予定です。  

山梨県立やまびこ支援学校

19 日発行  

はもちろんのこと、保護者、

学校公開でした。

方に御参加いただきました。全体会にお

児童生徒の学習の様子や施設等

見ていただく機会になった

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の

障害のある子供が自己の持つ能力や可能性を

応じたきめ細かな指導及び評価を一層充実するこ

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

本校では、東部地区においてセンター的機能を果たすべく、夏季研修会を以下の通り

電話またはメールでお申し込みください。(７

自作教材づくり

）13:30～1

支援学校 木工室

文字やことば、数の基礎を育て

国語・算数の学習において

活用したい教材・教具を、各自が

の使い方について

対象に研修の時間を設定

また、作成途中のアドバ

イスは本校教員が行います。 

活用①◆  

火）10:00～1

支援学校 食堂 

  

ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所

先生 

法人ｻﾎﾟｰﾄ・ｵﾘｰﾌﾞｽﾀｯﾌ）

は機械ではなく機会です」

病気や障害のある方が ICT を利用して

日常生活が便利になった事例紹介を通し

活用についてお話しい

山梨県立やまびこ支援学校 相談支援部通信

  第２号 

、職員、そして、

。当日は、本

方に御参加いただきました。全体会にお

や施設等を見学い

見ていただく機会になったでしょ

また、自然豊かな環境を誇る宮谷校舎ですが、進む老朽化と急勾配の校内道路や階段の数に驚か

障害のある子供が自己の持つ能力や可能性を

応じたきめ細かな指導及び評価を一層充実するこ

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

以下の通り実施いた

７/２２締切)

自作教材づくり◆ 

15:00  

木工室 

文字やことば、数の基礎を育て 

国語・算数の学習において 

各自が作成して

については、 

対象に研修の時間を設定 

また、作成途中のアドバ 

 

11:30 

  

ﾗｲﾌｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所） 

法人ｻﾎﾟｰﾄ・ｵﾘｰﾌﾞｽﾀｯﾌ） 

」 

を利用して 

日常生活が便利になった事例紹介を通し

活用についてお話しい

相談支援部通信  

、地域の皆様

 

、本

方に御参加いただきました。全体会にお

見学い

でしょ

に驚か

障害のある子供が自己の持つ能力や可能性を

応じたきめ細かな指導及び評価を一層充実するこ

すべての教員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有することが求められて

いた

) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆自主

  日時：

 場所：

 講師：

（心理リハ相談所研究会むさし野）

 研修内容

「動作法によるアプローチを通して」

専門家の指導を受け、動作法についての

理解を深めるとともに、指導技術の向上

を図る。

 

【問い合わせ】

          

          

                     

 

【夏季研修会

 

 AI を駆使した自動翻訳が人気です。ことばの壁がなくなる日が来ると期待する人も多くいます。言

語の翻訳は可能になるでしょうが、そこに添える心は伝わるでしょうか？仮にことばの壁がなくなり

世界は一家、人類がみな兄弟となった時に、地上から争いはなくなるでしょうか。私は兄弟喧嘩が絶

えない家庭をいくつか知っていますし、親の遺産相続でもめる家庭を見たことがあります。京都の人

が「ぶぶ漬けでもどうどす？」と言ったら自動翻訳機は何と訳すでしょうか。同じ英語に訳すのでも、

イギリスとアメリカ、オーストラリアでは言い方が違うでしょう。

まらないものですが」とことばを添えますが、海外では果たしてその心のうちを伝えることができる

でしょうか。大切な人に思いを伝える時に

 大切な友人が家にきてくれる時、部屋を掃除して花を飾ったり、音楽を選んだり一緒に食べる料理

を考えたりします。友人との会話だけではなく、その人のことを思い何かを準備することもコミュニ

ケーションです。遠く離れて暮らしていても、同じ時間に同じ音楽を聞き一緒に空を眺める、これも

コミュニケーションの一つの

 病気や障害で自分の声で話しをすることができない方がいます。意思を伝えるための機器は時代と

ともに進化しています。はい・いいえを伝える、五十音表から文字を選択して用事を伝える、わずか

な身体の動きを使ってスイッチを操作する、視線で選択する、脳波を使った製品もでています。高性

能な意思伝達装置があり、何でもことばにできるようになっても、それを使う人は頭の中に浮かぶこ

とばをすべて伝えるでしょうか？伝えられる自由とともに、伝えない自由というのもあります。

 技術の進歩が働き方を変え、生活を変えていきます。人

しかし、人と人は心を通わすために生きているという本質的なところは

変わりません。そのことは見失い易くなっているかもしれません。

利用は目的ではありません。コミュニケーションのきっかけであるという

ことをあらためて認識し、一緒に生きることについて考える時間を共有し

たいと思います。

自主研修会◆

日時：７月 29 日

場所：やまびこ支援学校

講師：長田 実 

（心理リハ相談所研究会むさし野）

内容 

「動作法によるアプローチを通して」

専門家の指導を受け、動作法についての

理解を深めるとともに、指導技術の向上

を図る。 

【問い合わせ】 山梨県立やまびこ支援学校

          

          

                     

夏季研修会 ICT 活用・

を駆使した自動翻訳が人気です。ことばの壁がなくなる日が来ると期待する人も多くいます。言

語の翻訳は可能になるでしょうが、そこに添える心は伝わるでしょうか？仮にことばの壁がなくなり

世界は一家、人類がみな兄弟となった時に、地上から争いはなくなるでしょうか。私は兄弟喧嘩が絶

えない家庭をいくつか知っていますし、親の遺産相続でもめる家庭を見たことがあります。京都の人

が「ぶぶ漬けでもどうどす？」と言ったら自動翻訳機は何と訳すでしょうか。同じ英語に訳すのでも、

イギリスとアメリカ、オーストラリアでは言い方が違うでしょう。

まらないものですが」とことばを添えますが、海外では果たしてその心のうちを伝えることができる

でしょうか。大切な人に思いを伝える時に

大切な友人が家にきてくれる時、部屋を掃除して花を飾ったり、音楽を選んだり一緒に食べる料理

を考えたりします。友人との会話だけではなく、その人のことを思い何かを準備することもコミュニ
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