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先日、本校

含め更埴地区の学校の

県教育委員会の調査では、発達障がいの

人に１人の割合であるとのことです。

ることで、自信をなくして意欲をもてなくなったり、反抗的と思えるような

態度をとったりする等、二次的な問題を予防することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 似た特徴は、わたし自身

は、自分もよりよく生きる

人間関係が築くことができれば、だれもが笑顔になれるからです。

例えば、話をするとき、次のような配慮を学びました
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・一つのことに集中して、全体がわからなくなる

・言葉のやりとりがむずかしい

・想像することが苦手／慣れたことしか安心できない

学習障害（ＬＤ）学習障害（ＬＤ）学習障害（ＬＤ）学習障害（ＬＤ）

「読む」「書く」「計算する」

等が、極端に苦手

● あいまいな

 ×「どうされましたか？」

● 伝わりやすいコツ
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がいへの理解
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人間関係が築くことができれば、だれもが笑顔になれるからです。

例えば、話をするとき、次のような配慮を学びました

● 言葉のやりとりがむずかしい方への接し方のポイント

長野県稲荷山養護学校
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発達障害とは：生まれつきの脳の機能の偏りです。本人の性格の問題や怠けからくる
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あいまいな表現は避け、短く具体的に話す

×「どうされましたか？」

伝わりやすいコツ

  ・やさしい口調で話しかけます

 ・静かな場所、落ち着いた状況で話をします

 ・いつ／どこで／何を／どうすればよいか

    ・「～しません」よ

理解と環境
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：生まれつきの脳の機能の偏りです。本人の性格の問題や怠けからくる

ありません。親の育て方が悪い、愛情不足ということが原因でもありません。
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・やさしい口調で話しかけます

・静かな場所、落ち着いた状況で話をします

・いつ／どこで／何を／どうすればよいか
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 また、否定的な言い方をして、指導をしてきたことにも、反省させられま

す。例えば、「廊下は走らない」としかるよりも、「歩きましょう」と正しい
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 だれにでも、苦手なこと、できないことがあります。

りが必要であると、

 

 

小学部６年生が卒業写真の撮影を始めま

した。ネクタイをしめたりりしい男子児童、

スカートをはいてすっ

児童。ともに毎日を生活し、

長をみてきた

まだ先と思っていた卒業・進学のときが少しずつ近づいてきています。

○ 小学部で学んでよかった。

そんな気持ちが日に日に膨らんでくれることを願っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国肢体不自由教育研究協議会の感想から
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ーゴに近づいたり、そちらを見ようと

んでいる子どももいて、ニャーゴが楽しい雰囲気を膨らませていました。

そよかぜ

整備がされていました。学習する空間が落ち着いた雰囲

気を感じました。洗濯されたタオルをクリーニング班の

生徒が運んでおり、知肢併置のメリット

＊ 寄せられた課題についても、改善を図っていき
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全国肢体不自由教育研究協議会の感想から

 ビーズの作業で、集中してひもを通した姿、このがんばりがとてもうれしかっ

たです。先生もじっと生徒の取組を待ってあげる姿勢もよかったです。

 葉っぱを教室いっぱいに敷きつめ、視覚（紅葉）、聴覚（葉のすれる音）、触覚
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だれにでも、苦手なこと、できないことがあります。

りが必要であると、改めて
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