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長野県稲荷山養護学校

平成 28 年

Hand Stamp

 障がいのあるお子さんの手形等を集めて、世界一大きな絵

をえがくというプロジェクトです。

クで掲示することを目標に、準備がすすめられています。

 ハンドスタンプであれば、病院のベッド

ます。ハンドスタ

の生活

暖冬と言われていましたが、一年

一番寒い時期となりました。小学

部のみなさんは、寒さに負けずに外

で雪遊びを楽しんでいます。

手足、胴等、体全体を大きく使っ

た大ざっぱな動きを

といいます。思う存分遊ぶ中で、

粗大運動が経験できます。身体の大

きな運動の発達を促すことで、日常生活の動作がスムーズになっていくので

す。それと同時に、

する、指先を

 しかし、無理して運動をさせようとしても、なかなか思うように

は、子ども

です。自ら活動することで、運動は繰り返されます。

何度も坂を登っ

達を促す絶好の運動となります。また、そりに乗ってバランスをとったり、

雪を山にして穴を掘ったりすることで、脳も活性化しているように思えます。

お家でも、寒い寒いと閉じこもらず、

長野県稲荷山養護学校

年(2016 年

Stamp Art

障がいのあるお子さんの手形等を集めて、世界一大きな絵

をえがくというプロジェクトです。

クで掲示することを目標に、準備がすすめられています。

ハンドスタンプであれば、病院のベッド

ハンドスタ

生活を楽しもう

暖冬と言われていましたが、一年

一番寒い時期となりました。小学

部のみなさんは、寒さに負けずに外

で雪遊びを楽しんでいます。

手足、胴等、体全体を大きく使っ

た大ざっぱな動きを粗大（そだい）

といいます。思う存分遊ぶ中で、

経験できます。身体の大

きな運動の発達を促すことで、日常生活の動作がスムーズになっていくので

す。それと同時に、微細（びさい）

、指先を使っての

しかし、無理して運動をさせようとしても、なかなか思うように

は、子どもさんは動いてくれません。

。自ら活動することで、運動は繰り返されます。

何度も坂を登ってそりを滑ったり、雪の中を走り回ったりする遊びは、発

絶好の運動となります。また、そりに乗ってバランスをとったり、

穴を掘ったりすることで、脳も活性化しているように思えます。

お家でも、寒い寒いと閉じこもらず、

長野県稲荷山養護学校 

年)1 月 29 日

Art Project

障がいのあるお子さんの手形等を集めて、世界一大きな絵

をえがくというプロジェクトです。

クで掲示することを目標に、準備がすすめられています。

ハンドスタンプであれば、病院のベッド

ハンドスタンプの数だけ家族の愛があり、一生懸命生

しもう

暖冬と言われていましたが、一年

一番寒い時期となりました。小学

部のみなさんは、寒さに負けずに外

で雪遊びを楽しんでいます。 

手足、胴等、体全体を大きく使っ

（そだい）

といいます。思う存分遊ぶ中で、

経験できます。身体の大

きな運動の発達を促すことで、日常生活の動作がスムーズになっていくので

（びさい）

の細かな作業ができる

しかし、無理して運動をさせようとしても、なかなか思うように

は動いてくれません。

。自ら活動することで、運動は繰り返されます。

てそりを滑ったり、雪の中を走り回ったりする遊びは、発

絶好の運動となります。また、そりに乗ってバランスをとったり、

穴を掘ったりすることで、脳も活性化しているように思えます。

お家でも、寒い寒いと閉じこもらず、
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Project（ハンド

障がいのあるお子さんの手形等を集めて、世界一大きな絵

をえがくというプロジェクトです。

クで掲示することを目標に、準備がすすめられています。

ハンドスタンプであれば、病院のベッド

ンプの数だけ家族の愛があり、一生懸命生

きる子どもさんがいます。障

ある人もない人もともに支え合って

暮らす社会の実現に向けて、

ことを願っています。

しもう！ ～～～～    

暖冬と言われていましたが、一年

一番寒い時期となりました。小学

部のみなさんは、寒さに負けずに外

手足、胴等、体全体を大きく使っ

（そだい）

といいます。思う存分遊ぶ中で、

経験できます。身体の大

きな運動の発達を促すことで、日常生活の動作がスムーズになっていくので

（びさい）運動、つまり、物

細かな作業ができる

しかし、無理して運動をさせようとしても、なかなか思うように

は動いてくれません。

。自ら活動することで、運動は繰り返されます。

てそりを滑ったり、雪の中を走り回ったりする遊びは、発

絶好の運動となります。また、そりに乗ってバランスをとったり、

穴を掘ったりすることで、脳も活性化しているように思えます。

お家でも、寒い寒いと閉じこもらず、一緒に

ハンドスタンプ

障がいのあるお子さんの手形等を集めて、世界一大きな絵

をえがくというプロジェクトです。2020 年東京パラリンピッ

クで掲示することを目標に、準備がすすめられています。

ハンドスタンプであれば、病院のベッド

ンプの数だけ家族の愛があり、一生懸命生

子どもさんがいます。障

もない人もともに支え合って

社会の実現に向けて、

とを願っています。

    思う存分遊ぶ中で育つ力がある思う存分遊ぶ中で育つ力がある思う存分遊ぶ中で育つ力がある思う存分遊ぶ中で育つ力がある
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。自ら活動することで、運動は繰り返されます。

てそりを滑ったり、雪の中を走り回ったりする遊びは、発

絶好の運動となります。また、そりに乗ってバランスをとったり、

穴を掘ったりすることで、脳も活性化しているように思えます。

一緒に外で遊んであげてください。

スタンプアートプロジェクト

障がいのあるお子さんの手形等を集めて、世界一大きな絵
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クで掲示することを目標に、準備がすすめられています。
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穴を掘ったりすることで、脳も活性化しているように思えます。

外で遊んであげてください。
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 こうしたことが実感できることが、魅力的な

学校づくりであると思います。
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教員の資質の向上と連携にかかっています。

 保護者の方々は

は、次のようなご意見を寄せてくださいました
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○ 児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

○ 地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

○ われ

○「子どもにあった対応や教育を

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

こともある」

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

□ 生活年齢を大切にした指導内容を設定すること、

生活づくりを行い、その成果を保護者

□ 知的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと

□ 個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること

□ 自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

・ 稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

どの先生方にも、プライドと自信をもち、やりがいを感じながら

・ 障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てて

・ 遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

・ 小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

・ 地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

・ 相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

・ みんな楽しそう

魅力ある学校となるために、

こうしたことが実感できることが、魅力的な

学校づくりであると思います。

設備の充実だけでなく、

教員の資質の向上と連携にかかっています。

保護者の方々は

次のようなご意見を寄せてくださいました

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、

と考えています。評議員の皆様方からは次のようにご意見をい

第２

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

われわれ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること

○「子どもにあった対応や教育を

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

こともある」「引き継ぎがあまりなされていない」

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

生活年齢を大切にした指導内容を設定すること、

生活づくりを行い、その成果を保護者

的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと

個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること

自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

どの先生方にも、プライドと自信をもち、やりがいを感じながら

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てて

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

みんな楽しそう

魅力ある学校となるために、

こうしたことが実感できることが、魅力的な

学校づくりであると思います。

でなく、学校生活づくりにあり、

教員の資質の向上と連携にかかっています。

保護者の方々は、学校自己評価アンケート

次のようなご意見を寄せてくださいました

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、

と考えています。評議員の皆様方からは次のようにご意見をい

２回学校評議員会

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

われ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること

○「子どもにあった対応や教育を

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「引き継ぎがあまりなされていない」

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

生活年齢を大切にした指導内容を設定すること、

生活づくりを行い、その成果を保護者

的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと

個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること

自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

どの先生方にも、プライドと自信をもち、やりがいを感じながら

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てて

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

みんな楽しそうに活動している。一人ひとりのよさをほめ、自信をつけてほしい。

魅力ある学校となるために、学校運営に関しての

こうしたことが実感できることが、魅力的な

学校づくりであると思います。具体的

学校生活づくりにあり、

教員の資質の向上と連携にかかっています。

学校自己評価アンケート

次のようなご意見を寄せてくださいました

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、

と考えています。評議員の皆様方からは次のようにご意見をい

回学校評議員会

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

われ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること

○「子どもにあった対応や教育をしてくれている」

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「引き継ぎがあまりなされていない」

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

生活年齢を大切にした指導内容を設定すること、

生活づくりを行い、その成果を保護者

的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと

個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること

自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

どの先生方にも、プライドと自信をもち、やりがいを感じながら

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てて

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

に活動している。一人ひとりのよさをほめ、自信をつけてほしい。

学校運営に関しての

こうしたことが実感できることが、魅力的な

具体的は、施設

学校生活づくりにあり、

教員の資質の向上と連携にかかっています。

学校自己評価アンケート

次のようなご意見を寄せてくださいました

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、

と考えています。評議員の皆様方からは次のようにご意見をい

回学校評議員会

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

われ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること

してくれている」

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「引き継ぎがあまりなされていない」

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

生活年齢を大切にした指導内容を設定すること、

生活づくりを行い、その成果を保護者の方にわかりやすく伝えること

的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと

個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること

自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

どの先生方にも、プライドと自信をもち、やりがいを感じながら

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てて

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

に活動している。一人ひとりのよさをほめ、自信をつけてほしい。

学校運営に関しての

こうしたことが実感できることが、魅力的な

は、施設

学校生活づくりにあり、

教員の資質の向上と連携にかかっています。 

学校自己評価アンケートで

次のようなご意見を寄せてくださいました。 

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、

と考えています。評議員の皆様方からは次のようにご意見をい

回学校評議員会（１月

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

われ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること

してくれている」「先生のねらい・目安がわかりやすい」

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「引き継ぎがあまりなされていない」「担任以外とのかかわりも広げていっ

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

生活年齢を大切にした指導内容を設定すること、また、

にわかりやすく伝えること

的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと

個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること

自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

どの先生方にも、プライドと自信をもち、やりがいを感じながら

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てて

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

に活動している。一人ひとりのよさをほめ、自信をつけてほしい。

授業体験「音楽」授業体験「音楽」授業体験「音楽」授業体験「音楽」

学校運営に関しての評価をいただきました。

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、

と考えています。評議員の皆様方からは次のようにご意見をい

月 28 日（

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

われ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること

「先生のねらい・目安がわかりやすい」

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「担任以外とのかかわりも広げていっ

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

また、短期的な育ちに向けて日々の

にわかりやすく伝えること

的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと

個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること

自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

どの先生方にも、プライドと自信をもち、やりがいを感じながらお勤め

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てて

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

に活動している。一人ひとりのよさをほめ、自信をつけてほしい。

授業体験「音楽」授業体験「音楽」授業体験「音楽」授業体験「音楽」

評価をいただきました。

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、

と考えています。評議員の皆様方からは次のようにご意見をいただきました。

（木）） 

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること

われ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること

「先生のねらい・目安がわかりやすい」

「できることが増えた」「いろいろな悩みをじっくりと聞いてもらえる」等 

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「担任以外とのかかわりも広げていっ

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」

短期的な育ちに向けて日々の

にわかりやすく伝えること 

的障がいに対応する教育課程の合わせた指導を充実していくこと 

個別の指導計画の作成と共有について、まとまった時間を確保すること 

自分たちの手による「教材教具の開発」「教室環境の整備」につとめること

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

お勤めいただきたい。

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

っている。「障がいがあるからしかたない」という見方はせずに育てていただきたい。

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

に活動している。一人ひとりのよさをほめ、自信をつけてほしい。

授業体験「音楽」授業体験「音楽」授業体験「音楽」授業体験「音楽」    

評価をいただきました。 

わたしは、こうしたご意見を受け、魅力ある学校になっていくためには、 

ただきました。

 

児童生徒さんや保護者の方々が、稲荷山養護学校で学んでよかったと思えること 

地域・近隣の学校が、稲荷山養護学校がこの地にあってよかったと思えること 

われ教職員が、稲荷山養護学校の教育活動にやりがいを感じていること 

「先生のねらい・目安がわかりやすい」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「担任以外とのかかわりも広げていっ

てほしい」「保護者の意見を取り入れ、個別の指導計画の見直しをしてほしい」等 

短期的な育ちに向けて日々の

 

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

いただきたい。

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

いただきたい。 

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

す子なので、本当の仲間をつくってあげたい。友だちを大切にすることを教えたい。 

地域の一員として通学路の雪かきをする等、できることを考えていきたい。 

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。

に活動している。一人ひとりのよさをほめ、自信をつけてほしい。 

 

 

ただきました。 

「先生のねらい・目安がわかりやすい」

▲「専門的な提案をしてほしい」「先生によって対応が違う」「教育より保育ではと感じる

「担任以外とのかかわりも広げていっ

短期的な育ちに向けて日々の

稲荷山養護の教育相談・巡回指導・交流等に小中学校は、大きな期待感をもっている。

いただきたい。 

障害のあるなしにかかわらず、どの子どももできるようになりたいという気持ちをも

 

遊んでいる遊具から落ちそうになったとき、その子（小１ブ）が手を出して体を支え

たことを、先生がとても喜んでいた。この学校での成長の大きさを感じることができた。 

小中学校の子どもたちにも、この子たちのがんばりを見せたい。やがては地域で暮ら

相談をすると、丁寧に聞いてくれ、迅速に対応してくれる。先生方のがんばりに感謝。 


