
 

 

 

来年度入舎に向けて

 舎体験の

さんは、寄宿舎の先生方とホットケーキ作りで

交流し、

 本校の寄宿舎は、２人部屋

名が定員となっています。希望される生徒さん

すべてが入舎できず申し訳なく思っています。

 生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

日の疲れをとり

 本校の寄宿舎のろうかには、

ーガンが掲げられています。寄宿舎がホッとできる

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

泊まりは月～木、あとは家庭に戻ります。宿

たってくれます。

●安心

確保する

 火災等に備え

て、夜間の避難訓

練を行っていま

す。学校職員が

防団の方々

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

長野県稲荷山養護学校

平成 27 年

来年度入舎に向けて

舎体験の 2 回目が行われ

さんは、寄宿舎の先生方とホットケーキ作りで

し、保護者の

本校の寄宿舎は、２人部屋

名が定員となっています。希望される生徒さん

べてが入舎できず申し訳なく思っています。

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

日の疲れをとり、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。

本校の寄宿舎のろうかには、

ーガンが掲げられています。寄宿舎がホッとできる

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

泊まりは月～木、あとは家庭に戻ります。宿

たってくれます。

安心安全を

確保する 

火災等に備え

て、夜間の避難訓

練を行っていま

す。学校職員がすぐにかけつけられないことがあるため、地域の

防団の方々等に、協力を依頼して

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

長野県稲荷山養護学校

年(2015 年

来年度入舎に向けて

回目が行われ

さんは、寄宿舎の先生方とホットケーキ作りで

の方は懇談を行いました。

本校の寄宿舎は、２人部屋

名が定員となっています。希望される生徒さん

べてが入舎できず申し訳なく思っています。

 寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。

 

 

 

 

 

 

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。

本校の寄宿舎のろうかには、

ーガンが掲げられています。寄宿舎がホッとできる

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

泊まりは月～木、あとは家庭に戻ります。宿

たってくれます。 

安全を

火災等に備え

て、夜間の避難訓

練を行っていま

すぐにかけつけられないことがあるため、地域の

に、協力を依頼して

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

長野県稲荷山養護学校 

年)11 月 10 日

○ 通学が困難である状況を解消する。

○ 規則正しい生活の中で、基本的な生活習慣を確立する。

将来の社会自立・社会参加を目指し、多様な経験を積む。

○ 家庭の事情等

○ 保護者や児童生徒の相談窓口となり、学校や関係諸機関との橋

渡し役をつとめる。

来年度入舎に向けて寄宿舎

回目が行われました。生徒のみな

さんは、寄宿舎の先生方とホットケーキ作りで

方は懇談を行いました。

本校の寄宿舎は、２人部屋 13 室があり、

名が定員となっています。希望される生徒さん

べてが入舎できず申し訳なく思っています。

寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。

本校の寄宿舎のろうかには、「Ａ：安心」

ーガンが掲げられています。寄宿舎がホッとできる

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

泊まりは月～木、あとは家庭に戻ります。宿

すぐにかけつけられないことがあるため、地域の

に、協力を依頼して

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

日 

通学が困難である状況を解消する。

規則正しい生活の中で、基本的な生活習慣を確立する。

将来の社会自立・社会参加を目指し、多様な経験を積む。

庭の事情等

保護者や児童生徒の相談窓口となり、学校や関係諸機関との橋

渡し役をつとめる。

寄宿舎体験

ました。生徒のみな

さんは、寄宿舎の先生方とホットケーキ作りで

方は懇談を行いました。

室があり、

名が定員となっています。希望される生徒さん

べてが入舎できず申し訳なく思っています。

寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。

「Ａ：安心」「Ａ：安全」

ーガンが掲げられています。寄宿舎がホッとできる

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

泊まりは月～木、あとは家庭に戻ります。宿

すぐにかけつけられないことがあるため、地域の

に、協力を依頼しています。また、新しい施設ですが、風呂場

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

通学が困難である状況を解消する。

規則正しい生活の中で、基本的な生活習慣を確立する。

将来の社会自立・社会参加を目指し、多様な経験を積む。

庭の事情等を考慮し

保護者や児童生徒の相談窓口となり、学校や関係諸機関との橋

渡し役をつとめる。 

体験 ～～～～    

ました。生徒のみな

さんは、寄宿舎の先生方とホットケーキ作りで

方は懇談を行いました。 

室があり、26

名が定員となっています。希望される生徒さん

べてが入舎できず申し訳なく思っています。 

寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。

「Ａ：安全」

ーガンが掲げられています。寄宿舎がホッとできる

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

泊まりは月～木、あとは家庭に戻ります。宿直として、

すぐにかけつけられないことがあるため、地域の

います。また、新しい施設ですが、風呂場

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

通学が困難である状況を解消する。

規則正しい生活の中で、基本的な生活習慣を確立する。

将来の社会自立・社会参加を目指し、多様な経験を積む。

、よりよい教育環境を保障する。

保護者や児童生徒の相談窓口となり、学校や関係諸機関との橋

    自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して

寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。

「Ａ：安全」「Ｙ：優しい」

ーガンが掲げられています。寄宿舎がホッとできる場となるように、男性７

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

直として、３・

すぐにかけつけられないことがあるため、地域の

います。また、新しい施設ですが、風呂場

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

通学が困難である状況を解消する。 

規則正しい生活の中で、基本的な生活習慣を確立する。

将来の社会自立・社会参加を目指し、多様な経験を積む。

よりよい教育環境を保障する。

保護者や児童生徒の相談窓口となり、学校や関係諸機関との橋

自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して

寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、

、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。

「Ｙ：優しい」

場となるように、男性７

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。

３・４人の先生があ

すぐにかけつけられないことがあるため、地域の自衛団

います。また、新しい施設ですが、風呂場

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。

規則正しい生活の中で、基本的な生活習慣を確立する。

将来の社会自立・社会参加を目指し、多様な経験を積む。

よりよい教育環境を保障する。

保護者や児童生徒の相談窓口となり、学校や関係諸機関との橋

自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して自立的な生活を目指して    ～～～～ 

寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。

生徒さんにとっては、大切な家庭に代わる生活の場ですから、まずは、1

、明日への元気を生み出す場でなくてはなりません。 

「Ｙ：優しい」のスロ

場となるように、男性７

人、女性６人の寄宿舎の先生方が、指導・支援をしてくださっています。 

４人の先生があ

自衛団や消

います。また、新しい施設ですが、風呂場

に手すりを設置したりエアコンを完備したりと、改修を行っています。 

規則正しい生活の中で、基本的な生活習慣を確立する。さらに、

将来の社会自立・社会参加を目指し、多様な経験を積む。 

よりよい教育環境を保障する。 

保護者や児童生徒の相談窓口となり、学校や関係諸機関との橋

 

寄宿舎の役割は、次のようなものがあると考えています。 

1

のスロ

場となるように、男性７

４人の先生があ

や消

います。また、新しい施設ですが、風呂場



●基本的な生活習慣を身につける

 自分のことは自分でできるようにと、食事の配ぜんや洗

濯、部屋掃除などを行います。

でしょう

活を積み重ねることで、無理なく身につけていくことを願

っています。

調理室のみなさんもがんばってくれます。

離れ、アパートやグループホーム等で生活する

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

Ｃとして、

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

人間関係を構築していく力が育っていきます。

 できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

中で、自信をもてるようにしていく支援に心がけていると

ころは、寄宿舎も学校もかわることはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  収穫の秋
 学校あちらこちらで、収穫した

野菜等を使った調理活動が行われ

ています。栽培活動は、すぐに収

穫とならないため、見通しのもち

にくい活動になりがちです。その

一方で、調理活動は、

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやす

るという目的意識ももちやすいため、意欲的な取組も

 自分たちが栽培した野菜を食べる

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。

●基本的な生活習慣を身につける

自分のことは自分でできるようにと、食事の配ぜんや洗

濯、部屋掃除などを行います。

しょうが、集団生活を基本として、

活を積み重ねることで、無理なく身につけていくことを願

っています。朝は

調理室のみなさんもがんばってくれます。

離れ、アパートやグループホーム等で生活する

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

Ｃとして、サッカー

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

人間関係を構築していく力が育っていきます。

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

中で、自信をもてるようにしていく支援に心がけていると

ころは、寄宿舎も学校もかわることはありません。

収穫の秋
学校あちらこちらで、収穫した

を使った調理活動が行われ

ています。栽培活動は、すぐに収

穫とならないため、見通しのもち

にくい活動になりがちです。その

一方で、調理活動は、

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやす

るという目的意識ももちやすいため、意欲的な取組も

自分たちが栽培した野菜を食べる

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。

●基本的な生活習慣を身につける

自分のことは自分でできるようにと、食事の配ぜんや洗

濯、部屋掃除などを行います。

が、集団生活を基本として、

活を積み重ねることで、無理なく身につけていくことを願

朝は７時に、夜は６時に食事ができるように、

調理室のみなさんもがんばってくれます。

離れ、アパートやグループホーム等で生活する

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

サッカー大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

人間関係を構築していく力が育っていきます。

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

中で、自信をもてるようにしていく支援に心がけていると

ころは、寄宿舎も学校もかわることはありません。

収穫の秋
学校あちらこちらで、収穫した

を使った調理活動が行われ

ています。栽培活動は、すぐに収

穫とならないため、見通しのもち

にくい活動になりがちです。その

一方で、調理活動は、見ている間

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやす

るという目的意識ももちやすいため、意欲的な取組も

自分たちが栽培した野菜を食べる

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。

●基本的な生活習慣を身につける

自分のことは自分でできるようにと、食事の配ぜんや洗

濯、部屋掃除などを行います。家庭

が、集団生活を基本として、

活を積み重ねることで、無理なく身につけていくことを願

夜は６時に食事ができるように、

調理室のみなさんもがんばってくれます。

離れ、アパートやグループホーム等で生活する

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

 寄宿舎では、季節に合わせた活動を工夫し、

調理活動や校外学習、地域との交流等を行って

います。

行いました。また、

余暇利用の経験も積むことができるようにと、

フットサル等の運動も盛んで、先日は寄宿舎Ａ

大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

人間関係を構築していく力が育っていきます。

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

中で、自信をもてるようにしていく支援に心がけていると

ころは、寄宿舎も学校もかわることはありません。

収穫の秋 
学校あちらこちらで、収穫した 

を使った調理活動が行われ 

ています。栽培活動は、すぐに収 

穫とならないため、見通しのもち 

にくい活動になりがちです。その 

見ている間 

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやす

るという目的意識ももちやすいため、意欲的な取組も

自分たちが栽培した野菜を食べるという一連の活動を通して、栽培活動についても成

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。

●基本的な生活習慣を身につける 

自分のことは自分でできるようにと、食事の配ぜんや洗

家庭生活では

が、集団生活を基本として、仲間と

活を積み重ねることで、無理なく身につけていくことを願

夜は６時に食事ができるように、

調理室のみなさんもがんばってくれます。

離れ、アパートやグループホーム等で生活する

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

寄宿舎では、季節に合わせた活動を工夫し、

調理活動や校外学習、地域との交流等を行って

います。先月は、荒町・中町育成会との交流も

行いました。また、

余暇利用の経験も積むことができるようにと、

フットサル等の運動も盛んで、先日は寄宿舎Ａ

大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

人間関係を構築していく力が育っていきます。

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

中で、自信をもてるようにしていく支援に心がけていると

ころは、寄宿舎も学校もかわることはありません。

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやす

るという目的意識ももちやすいため、意欲的な取組も

という一連の活動を通して、栽培活動についても成

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。

自分のことは自分でできるようにと、食事の配ぜんや洗

生活では甘えも出がち

仲間と宿泊を伴う生

活を積み重ねることで、無理なく身につけていくことを願

夜は６時に食事ができるように、

調理室のみなさんもがんばってくれます。将来、親元から

離れ、アパートやグループホーム等で生活することができるといい

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

寄宿舎では、季節に合わせた活動を工夫し、

調理活動や校外学習、地域との交流等を行って

先月は、荒町・中町育成会との交流も

行いました。また、体力を向上させるとともに、

余暇利用の経験も積むことができるようにと、

フットサル等の運動も盛んで、先日は寄宿舎Ａ

大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

人間関係を構築していく力が育っていきます。 

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

中で、自信をもてるようにしていく支援に心がけていると

ころは、寄宿舎も学校もかわることはありません。

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやす

るという目的意識ももちやすいため、意欲的な取組も期待できます。

という一連の活動を通して、栽培活動についても成

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。

自分のことは自分でできるようにと、食事の配ぜんや洗

甘えも出がち

宿泊を伴う生

活を積み重ねることで、無理なく身につけていくことを願

夜は６時に食事ができるように、

将来、親元から

ことができるといい

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

寄宿舎では、季節に合わせた活動を工夫し、

調理活動や校外学習、地域との交流等を行って

先月は、荒町・中町育成会との交流も

体力を向上させるとともに、

余暇利用の経験も積むことができるようにと、

フットサル等の運動も盛んで、先日は寄宿舎Ａ

大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

中で、自信をもてるようにしていく支援に心がけていると

ころは、寄宿舎も学校もかわることはありません。 

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやす

期待できます。

という一連の活動を通して、栽培活動についても成

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。

ことができるといいですね。

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる

寄宿舎では、季節に合わせた活動を工夫し、

調理活動や校外学習、地域との交流等を行って

先月は、荒町・中町育成会との交流も

体力を向上させるとともに、

余暇利用の経験も積むことができるようにと、

フットサル等の運動も盛んで、先日は寄宿舎Ａ

大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を

に食べられるように食材が変わっていきますから、見通しがもちやすい活動です。食べ

期待できます。 

という一連の活動を通して、栽培活動についても成

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

とで、一層の満足感を感じることができれば、自信も高まることでしょう。 

ですね。 

●社会に出ていく社会性やコミュニケーションの力を育てる 

寄宿舎では、季節に合わせた活動を工夫し、

調理活動や校外学習、地域との交流等を行って

先月は、荒町・中町育成会との交流も

体力を向上させるとともに、

余暇利用の経験も積むことができるようにと、

フットサル等の運動も盛んで、先日は寄宿舎Ａ

大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

できないことをできるようにさせるという指導ではなく、成功体験を積む

い活動です。食べ

という一連の活動を通して、栽培活動についても成

就感を味わいたいものです。また、自分たち以外の人にも食べてもらい喜んでもらうこ

 

寄宿舎では、季節に合わせた活動を工夫し、

調理活動や校外学習、地域との交流等を行って

先月は、荒町・中町育成会との交流も

体力を向上させるとともに、

余暇利用の経験も積むことができるようにと、

フットサル等の運動も盛んで、先日は寄宿舎Ａ

大会にも出場しました。仲間と、また、大勢の方々とか

かわる楽しさを感じることができれば、自然とコミュニケーションも生まれ、

積む


