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第 53 回中部地区肢体不自由特別支援学校

 全肢研と並行して開催された中肢Ｐは、稲荷山養護学校が主管校として、すべての運
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から提案を基に、協議を深めることができました。本校ＰＴＡの役員の方々には、運営

のすべてを担っていただきました。心より感謝いたします。
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一斉授業の中で、自分に合った学習内容となっていなかったり、障がいに

対応する専門性が不十分であったりすると、学力がしっかりと身に付いてい

さらに、研究をすすめていきたいと思いました。
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開催（11 月 11 日・

全肢研と並行して開催された中肢Ｐは、稲荷山養護学校が主管校として、すべての運

「子どもたちが、豊かな生活を育むためのよりよい支援と連携を目指し

と題して、愛知県名古屋特別支援学校と静岡県立東部特別支援学校の２校のＰＴＡ

から提案を基に、協議を深めることができました。本校ＰＴＡの役員の方々には、運営

全肢研の「全肢研の「全肢研の「全肢研の「

記念講演記念講演記念講演記念講演

はあるが、それぞ

れの学年に応じた音楽科のねらいが

、支援の手だてが計画

され、適切な評価がされているか。

斜めに見る子、車い

すで姿勢の保持がむずかしい子に、し

の内容が理解できたか。

小１ブロック全「音楽科」小１ブロック全「音楽科」小１ブロック全「音楽科」小１ブロック全「音楽科」

、児童生徒に何

iPad 等の

学習をすすめていく姿がありまし

次のような課題もご指摘いただきました。 

一斉授業の中で、自分に合った学習内容となっていなかったり、障がいに

対応する専門性が不十分であったりすると、学力がしっかりと身に付いてい

さらに、研究をすすめていきたいと思いました。 

日・12 日） 

全肢研と並行して開催された中肢Ｐは、稲荷山養護学校が主管校として、すべての運

「子どもたちが、豊かな生活を育むためのよりよい支援と連携を目指し

と題して、愛知県名古屋特別支援学校と静岡県立東部特別支援学校の２校のＰＴＡ

から提案を基に、協議を深めることができました。本校ＰＴＡの役員の方々には、運営

全肢研の「全肢研の「全肢研の「全肢研の「原田泰治氏原田泰治氏原田泰治氏原田泰治氏

記念講演記念講演記念講演記念講演」に参加」に参加」に参加」に参加

、それぞ

れの学年に応じた音楽科のねらいが

、支援の手だてが計画

され、適切な評価がされているか。 

斜めに見る子、車い

すで姿勢の保持がむずかしい子に、し

の内容が理解できたか。 

小１ブロック全「音楽科」小１ブロック全「音楽科」小１ブロック全「音楽科」小１ブロック全「音楽科」    

、児童生徒に何

等の

学習をすすめていく姿がありまし

一斉授業の中で、自分に合った学習内容となっていなかったり、障がいに

対応する専門性が不十分であったりすると、学力がしっかりと身に付いてい

 

原田泰治氏原田泰治氏原田泰治氏原田泰治氏

」に参加」に参加」に参加」に参加    

 

    


