
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サマースクール、夏休み手話教室の報告 

2010.９.８ 

３８ 

本校の幼児４名、教育相談の幼児５名、保護者や兄弟姉妹 16 名の参加があ

りました。まず、全員が自己紹介をしました。参加した兄弟姉妹の中には、上

手に指文字を使って自分の名前を言ってくれた人もいて、なごやかな雰囲気で

スタートしました。水遊びは、水鉄砲を持参してやる気満々の子どももいれば、

シャボン玉に夢中の子ども、金魚すくいに熱中していた子どももいて、それぞ

れ夏の日差しを浴びながら楽しみました。そうめん流しでは、そうめんと一緒

に流れてくるトマトやゼリーに歓声があがり、小さな子どもたちは、卓上用の

機械で楽しく食べることができました。そして、すいかわりでは、友達や兄弟

姉妹の応援を受け、何度も挑戦する姿がみられました。寄宿舎や他の部からの

教職員の応援もあり、猛暑にも負けず、友達や親子、兄弟で盛り上がりながら、

楽しいひとときを過ごすことができました。 

中学部は他校からの参加者が病気のため欠席になり、1 年 2 名・2 年 2 名・A 組

２名の計６名で２グループに分かれて活動しました。１・２年グループは始めに

二人一組になって絵を言葉だけで伝える「言葉から形へ」を行いました。次に４

人全員での話し合い活動「南極探検へ行こう」を行いました。相手に伝わるよう

に説明することや、自分の意見を伝えること、友達の意見をうまく聞くことなど

の難しさを感じたようで、何とか伝えようとがんばる姿が見られました。A 組の

二人は畑の草引き、野菜の収穫の後、野外調理に取りかかりました。中学部の参

加者と先生の昼食を二人の先生と一緒に作りました。かまどで炊いたご飯、ナス

やカボチャなど夏野菜の入ったカレーと野菜サラダをみんなでおいしくいただき

ました。高等部の先生方にもお手伝いをいただきスムーズに作業ができました。 

今年で 3 回目を迎えた小学部のサマースクール、毎年楽しみに参加して

くれる人や今年から初めて参加した新 1年生の人たちを合わせて 19人の子

どもたちで 1 日楽しみました。今年は、「みんなで思いきり遊ぼう！」を

テーマに、「あいさつゲーム」「ゴムとび」、「ハンカチ落とし」「すも

う」「かごめかごめ」「じゃんけん列車」「カード取り」「フォークダン

ス」をして、みんなで遊びました。昼休みには、外で「缶けり」もして遊

びました。とても暑い一日でしたが、子どもたちから、「もっともっと遊

びたい。」「とても楽しかった、また来年も参加したい。」「6年生だから

来年は参加できないのが残念。」などの感想を聞くことができました。6年
生の人は来年は中学部サマースクールに参加してください。6年生以外のお

友達は、また来年を楽しみに待っていてください。 

 

幼稚部 

小学部 

中学部 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

期   日 内       容 

９月 ７日（火） 手話学習（入門） 

９月２８日（火） 就学のために必要なこと    ※ 

１０月２０日（水） 小学部参観、教科学習の話   ※ 

１０月２８日（木） 手話学習（基礎） 

１１月 ４日（木） 手話学習（入門） 

１１月１８日（木） 手話学習（基礎） 

１１月３０日（火） コミュニケーションについて  ※ 

１２月１３日（月） 聴覚障害のある子どもの進路  ※ 

（２） 
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保護者学習会 

・時間は 13:00～14:00（※は 13:35～14:35）の 1 時間です。 
 場所は会議室を使用する予定です。 
・内容によっては、本校職員も参加いたします。 

去る 8 月 5 日、愛媛県視聴覚福祉センターにて行われた「夏休み手話

教室」に、今年も本校高等部の生徒 7 名と松山南高家庭クラブの生徒 8
名が一緒に参加しました。一般参加の方々に混じってグループに分かれ

てゲームをしたり、『手のひらを太陽に』や『負けないで』の歌詞を手

話で一緒に表現してみたりと、昨年とはひと味違う内容で有意義なひと

ときを過ごすことができました。後半は本校と南高との交流会を行いま

した。各校の紹介をしたり、あらかじめ代表で打ち合わせしておいた松

山南高校歌を手話で表現してみたりと、難しいながらも短い時間でどう

にか皆でやり遂げることができました。手話を通じてやり取りを深める

本校の交流の意義を果たせなかったのが心残りですが、今後につながる

良い機会であったと、南高校顧問教諭からコメントをいただきました。 

高等部 視聴覚福祉センター協賛「夏休み手話教室」 

2 学期の保護者講座の日程が決まりました。幼稚部の保護者に向けた学習会です

が、どなたでも参加していただけます。手話学習会、勉強会を行います。学習会は

他部の先生からも話をしてもらいます。保護者の方からも日ごろから感じているこ

と、質問などをしていただいて懇談的な会にしたいと思っています。手話学習会は

入門（初級）、基礎（中級）の二つの講座があります。是非御参加ください。 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

公開講座・

 ８月２０日に公開講座（研修会）、第

難聴特別支援学級の先生や支援員の方などに、聴覚障害教育の基礎的・専門的な研修の機

会を提供しているものです。今年

柔軟化～」「発音指導中級～母音・両唇音・破裂音～」「発音指導上級～摩擦音・破擦音・

弾音等～」「聴覚障害教育の基礎１～聴覚活用・読話等～」「聴覚障害教育の基礎～情報保

障・手話等～」の講座を本校教員が担当して行いました。また、コクレア社の方をお招き

して「人工内耳入門」「トラブルシュートに関する実習」の講座をし

聴特別支援学級、ことばの教室から多くの先生方に参加していただきました。午後は、本

年度１回目のネットワーク会議を開催しました。今回は、難聴特別支援学級担当者や各関

係機関と意見交換を行い、連携を深めました。難聴特別支援学級の担任８名、学校生活支

援員１名、愛媛県視聴覚福祉センター３名、宇和特別支援学校

りました。本校からは「本校センター的機能の取組」について報告をしました。意見交換

では、難聴特別支援学級の児童について、交流学級での様子、情報保障のあり方、障害受

容等について意見交換を行い、充実した会議となりました。

・しゅわ絵ほん 学校法人

 定価 3000 円（税込） 
志茂田景樹の絵本が手話読み聞かせ

『ひかりのニじゅうまる』『でたがりもぐら』『まんねんくじら』です。

日本手話を母語とするネイティブサイナーで明晴学園の先生が出演し

ています。 

ふれあいフェスティバル

 
期日：平成 22 年 9 月 11
場所：エミフル MASAKI
 
12:30～13:30 のステージ発表の中で、モコクラブの手話コーラスがあります。い

きものがかりの『ありがと

です。是非御覧ください。

 

書籍紹介 
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・第１回ネットワーク会議の

イベント紹介 

８月２０日に公開講座（研修会）、第 1 回ネットワーク会議を実施しました。公開講座は

難聴特別支援学級の先生や支援員の方などに、聴覚障害教育の基礎的・専門的な研修の機

会を提供しているものです。今年は、「発音発語指導初級～息と声・舌の動き・発音器官の

「発音指導中級～母音・両唇音・破裂音～」「発音指導上級～摩擦音・破擦音・

弾音等～」「聴覚障害教育の基礎１～聴覚活用・読話等～」「聴覚障害教育の基礎～情報保

障・手話等～」の講座を本校教員が担当して行いました。また、コクレア社の方をお招き

して「人工内耳入門」「トラブルシュートに関する実習」の講座をし

聴特別支援学級、ことばの教室から多くの先生方に参加していただきました。午後は、本

年度１回目のネットワーク会議を開催しました。今回は、難聴特別支援学級担当者や各関

係機関と意見交換を行い、連携を深めました。難聴特別支援学級の担任８名、学校生活支

援員１名、愛媛県視聴覚福祉センター３名、宇和特別支援学校(聴覚部門

りました。本校からは「本校センター的機能の取組」について報告をしました。意見交換

では、難聴特別支援学級の児童について、交流学級での様子、情報保障のあり方、障害受

て意見交換を行い、充実した会議となりました。 

学校法人 明晴学園&ダブル・ピー株式会社 共同制作

 
志茂田景樹の絵本が手話読み聞かせ DVD になりました。収録作品は

『ひかりのニじゅうまる』『でたがりもぐら』『まんねんくじら』です。

日本手話を母語とするネイティブサイナーで明晴学園の先生が出演し

フェスティバル 2010 ～みんなで築こう人権の世紀～

11 日（土）10:00～16:30 
MASAKI 

のステージ発表の中で、モコクラブの手話コーラスがあります。い

きものがかりの『ありがとう』（連続テレビ小説ゲゲゲの女房の主題歌）をするそう

覧ください。 

（３） 

の報告 

回ネットワーク会議を実施しました。公開講座は

難聴特別支援学級の先生や支援員の方などに、聴覚障害教育の基礎的・専門的な研修の機

は、「発音発語指導初級～息と声・舌の動き・発音器官の

「発音指導中級～母音・両唇音・破裂音～」「発音指導上級～摩擦音・破擦音・

弾音等～」「聴覚障害教育の基礎１～聴覚活用・読話等～」「聴覚障害教育の基礎～情報保

障・手話等～」の講座を本校教員が担当して行いました。また、コクレア社の方をお招き

して「人工内耳入門」「トラブルシュートに関する実習」の講座をしていただきました。難

聴特別支援学級、ことばの教室から多くの先生方に参加していただきました。午後は、本

年度１回目のネットワーク会議を開催しました。今回は、難聴特別支援学級担当者や各関

係機関と意見交換を行い、連携を深めました。難聴特別支援学級の担任８名、学校生活支

聴覚部門)１名の参加があ

りました。本校からは「本校センター的機能の取組」について報告をしました。意見交換

では、難聴特別支援学級の児童について、交流学級での様子、情報保障のあり方、障害受

共同制作 

になりました。収録作品は 
『ひかりのニじゅうまる』『でたがりもぐら』『まんねんくじら』です。 

日本手話を母語とするネイティブサイナーで明晴学園の先生が出演し 

～みんなで築こう人権の世紀～ 

のステージ発表の中で、モコクラブの手話コーラスがあります。い

う』（連続テレビ小説ゲゲゲの女房の主題歌）をするそう



 

ファミリー手話コンサート

期日：平成 22 年 10 月 31
場所：松山市総合福祉センター（松山市若草町

主催：愛媛県難聴児を持つ親の会

 
愛媛県に「歌う海賊団」がやって来ます。「歌う海賊団」は全国の幼稚園・障害者施設・

企業などで「子育て応援」をテーマにファミリーコンサートを開催しています。また、「リ

ブレットダンス」（手話ダンス）を用いたオリジナル手話ソングは、ＮＨＫでも紹介され

ました。聴覚障害の方も含め、みんなが楽しめる参加型のバリアフリーコンサートです。

 
料金（全席指定） 
大人（高校生以上） 
子ども（中学生以下） 
ペアチケット（大人と子ども）

 
【予約方法】 
下記のメールアドレスに、所属、名前、枚数、金額を明記の上、パソコン又は携帯から

メールをお願いします。 
（htnoka＠shirt.ocn.ne.jp）
 【申し込み期間】 
 9 月 4 日（土）～9 月 11

届けたいきみの耳に音楽を！

～聴覚のバリアフリーを目指して！音のプチプレゼント！～

 
期日：平成 22 年 11 月 6 日（土）

場所：京都市右京ふれあい文化会館

 
第１部 11:00～12:00 0
    ・人工内耳を知っていますか？

    ・ぶーちゃんといっしょ（色々な楽器）

第２部 13:45～15:30 一般

    ・人工内耳を知っていますか？

    ・じっくり聴いてみよう！

 
【申し込み】 
10 月 29 日（金）18:00（但し、先着順のため定員になり次第締め切ります。）

問い合わせ及びお申し込み先

FAX：044-856-2796  mail

2010.９｡８ ３８ 

ファミリー手話コンサート ｉｎえひめ『夢－勇気－元気－笑顔－優しさ』

31 日（日）13:00（開場 12:30） 
場所：松山市総合福祉センター（松山市若草町 8－2） １Ｆ大会議室

主催：愛媛県難聴児を持つ親の会 

愛媛県に「歌う海賊団」がやって来ます。「歌う海賊団」は全国の幼稚園・障害者施設・

企業などで「子育て応援」をテーマにファミリーコンサートを開催しています。また、「リ

ブレットダンス」（手話ダンス）を用いたオリジナル手話ソングは、ＮＨＫでも紹介され

ました。聴覚障害の方も含め、みんなが楽しめる参加型のバリアフリーコンサートです。

予約のみ 
1200 円 
1000 円 

ペアチケット（大人と子ども） 2000 円 

下記のメールアドレスに、所属、名前、枚数、金額を明記の上、パソコン又は携帯から

） 

11 日（土）まで。申し込まれた方には 9 月下旬頃返信します。

届けたいきみの耳に音楽を！ 
～聴覚のバリアフリーを目指して！音のプチプレゼント！～ 

日（土） 
場所：京都市右京ふれあい文化会館 

0 歳から小学２年生以下対象：入場無料 
っていますか？ 

・ぶーちゃんといっしょ（色々な楽器） 
一般:1000 円（中学 3 年生以下：500 円）

・人工内耳を知っていますか？ 
・じっくり聴いてみよう！ 

（但し、先着順のため定員になり次第締め切ります。）

問い合わせ及びお申し込み先 
mail：onkan@senzoku.ac.jp 

（４） 

 

ｉｎえひめ『夢－勇気－元気－笑顔－優しさ』 

１Ｆ大会議室 

愛媛県に「歌う海賊団」がやって来ます。「歌う海賊団」は全国の幼稚園・障害者施設・

企業などで「子育て応援」をテーマにファミリーコンサートを開催しています。また、「リ

ブレットダンス」（手話ダンス）を用いたオリジナル手話ソングは、ＮＨＫでも紹介され

ました。聴覚障害の方も含め、みんなが楽しめる参加型のバリアフリーコンサートです。 

下記のメールアドレスに、所属、名前、枚数、金額を明記の上、パソコン又は携帯から

月下旬頃返信します。 

 

円） 

（但し、先着順のため定員になり次第締め切ります。） 


