
 

 

 

 

 

 

平成２９年が過ぎようとしています。天皇陛下の御退

位の日も決まり、平成の時代も残すところあと１年と４

ヵ月となりました。一方、東京２０２０オリンピック・

パラリンピックに向けて様々な取組が展開され、時代の

潮目を感じるこの頃です。本校の児童・生徒は２学期に

行われた行事や授業など様々な機会を通じて、学びを深

め、心身ともに成長してきました。その成果の一端を御

紹介します。 

Ｓ 部 門 進 路 講 話 会 開 催 ！           

 １１月３０日に、Ｓ部門中学部・高等部のＢＣ学習グ

ループの生徒と全校保護者を対象として、進路講話会が

開催されました。沖電気工業株式会社の特例子会社であ

る 株式会社沖ワークウェルのA様、B様と江戸川特支

平成２５年度卒業生のCさん、鹿本学園平成２６年度卒

業生Dさんの４人が来校しました。CさんとDさんは

今年４月から同社に勤務しています。沖ワークウェル様

は、全国に在住する障害のある社員をネットワークでつ

なぎ、沖電気グループ企業の各種事務作業やホームペー

ジ作成、更新等の業務を在宅勤務で行っています。２人

の卒業生も自宅で勤務しています。 

当日は、北海道と九州にお住いの社員さんとネットを

通じて動画や音声で直接話し合いました。社員さんの御

当地クイズに生徒たちが答えたり、仮想の会議室で会議

をしたりする様子などを目の当たりにしました。自宅に

いるのに、まるで会社で勤務しているかのような様子を、

生徒たちは真剣に見入っていました。また、卒業生から

就職に向けて学んだことや、働いて思うこと、後輩たち

に伝えたいことについて語っていただきました。生徒た

ちは社会で活躍している先輩の話に、尊敬を込めて聞き

入っていました。 

Ｎ 部 門 虹 輝 祭 開 催 ！ 

１２月９日には、第２体育館を舞台発表の会場として

Ｎ部門の虹輝祭が行われました。当日は御来賓、保護者、

御家族の皆様に大勢お越しいただき、６２０名を超える

方に見ていただくことができました。まずは小低、 

小３は「ぐっぴー☆の☆だいぼうけん！！」 

 

 

 

 

 

 

小１は「きらり☆しかもとおもちゃらんど」 

小２は「ハッピー☆アメリカン☆パーティー☆」 

で、かわいらしさ、あふれる演技を披露しました。 

小高の、 

小４「シーズンズメドレー！」 

小５「歌って踊って奏でるチェコ」 

小６「ＦＥＳＴＩＶＯ ～三位一体～」 

では、それぞれの個性を生かした構成の光る発表を、

中学部の、 

中１「しかもと ミュージックチャンネル」 

中２「トラベリング・ライブラリー」 

中３「ファンファンミュージック ザ・ファイナル！」 

では、成長を感じる発表で締めくくりました。 

 また、図工、美術作品も全児童・生徒の作品が展示

されました。優秀作品には終業式で校長賞、ＰＴＡ会

長賞、向学賞、虹輝賞が贈られることになっています。 

通 知 表 を 御 覧 く だ さ い ！ 

来週２５日の終業式で児童・生徒に渡す通知表では、

２学期の学習内容とその評価を、できるだけ本人に伝わ

るように、各担当教員が力を注いで記載しています。御

家庭に持ち帰りましたら、通知表を読み上げていただき、

学習に向かう意欲や学習を通して輝いた姿を見いだし、

称え、褒め、励ましてください。単に「できたね」とい

うことを確認するだけでなく、担任や教科の先生が本人

の努力をきちんと認めているということを客観的に伝え

ると、本人の自尊感情が高まり、これからも頑張ろうと

いう気持ちになるものです。良いところを繰り返して褒

め続けていくことで、自信をつけることが大切です。

Ｐ Ｔ Ａ ク リ ス マ ス コ ン サ ー ト 大 成 功！   

 １２月１６日には、ＰＴＡ主催のクリスマスコンサー

トが開かれました。回を重ねること今回で４回目、300

人超の参加者を集めました。出演してくださった、都立

葛飾総合高等学校吹奏楽部は、創部11年目、部員数が

123 名という大きな組織で、今年も夏の都大会で金賞

を受賞しました。その他にも亀有警察交通安全パレード

や春の高校バレー開会式の演奏、葛飾区成人式へ出演な
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ど、活動の幅を年々広げています。 

当日は総合学科高校の発表会があり、通常の半分のメ

ンバーが来校してくれました。葛総の生徒の皆さんにと

っても、聴衆と一体となる鹿本学園での演奏は毎年とて

も楽しみにしているとのことで、他の行事が重なっても

鹿本学園のために頑張って来てくださいました。となり

のトトロのメドレー演奏の後はクリスマスの曲のメドレ

ーを演奏。アンコールでは鹿本学園の校歌を吹奏楽で演

奏するとともに、葛総生が本校校歌を歌うサプライズも

ありました。本校児童・生徒と御家族、御兄弟、さらに

はＰＴＡ会員である本校教職員とその家族も一緒に楽し

いひとときを過ごすことができました。 

 また、大編成の吹奏楽部の楽器を運送するために、江

戸川北法人会様から運搬用のトラックを御提供いただき

ました。当日は江戸川北法人会様、同青年部会の御来賓

の方々も来校され、本校の児童・生徒と葛総生がコンサ

ートを通じて交流を深める様子に感動されていらっしゃ

いました。鹿本学園を応援してくださる地域の皆様方に

感謝申し上げます！ 

終 業 式 で 読 書 奨 励 賞 を 贈 呈 ！  

開校記念日を挟む 10・11 月の２か月間実施した恒

例の読書推進月間の結果発表と読書習慣定着の願いを込

めた読書奨励賞の表彰式を 2５日の終業式に行います。 

今回は受賞者が多数のため、代表者に贈呈します。下記

の受賞者一覧（敬称略）を御覧ください。 

Ｓ部門 受賞者名  冊数 Ｎ部門 受賞者名   冊数 

Ｓ小1       ７８ 

Ｓ小1       ７７ 

Ｓ小１       ７４ 

Ｓ小３       ５８ 

Ｓ小2       ５２ 

Ｓ小３       ４３ 

Ｓ中１       ４１ 

Ｓ中３       ２２ 

Ｓ中2       1５ 

Ｓ高3       ５０ 

Ｓ高３       ４９ 

Ｓ高３       １６ 

Ｓ高3       １６ 

Ｓ高３       １６ 

Ｓ高3       １６ 

Ｓ高3       １６ 

Ｎ小4        １９ 

Ｎ小５        １９ 

Ｎ小５        １６ 

Ｎ小５        １６ 

Ｎ小１        １４ 

Ｎ小１        １４ 

Ｎ小１        １４ 

Ｎ小１        １４ 

Ｎ小５        １４ 

Ｎ小５        １４ 

Ｎ中２        １６ 

Ｎ中2         １５ 

Ｎ中2        １４ 

Ｎ中2        １４ 

Ｎ中２        １４ 

 

※学部別に貸出冊数の上位者を表彰しました。 

年末・年始の閉庁と緊急連絡方法について      

学校は、冬季休業期間中の平日 8：30～17：00 は

スタッフが勤務していますので電話連絡等可能です。 

また、他校や他の官公署と同様に12月29日～1月

3日は年末・年始の閉庁日となります。 

＜緊急時の連絡＞ 年末年始の閉庁期間に、お子様の急

病や入院等の理由で、急いで学校に連絡を取る必要が生

じた場合、各学年の PTA 運営委員に連絡を取ってくだ

さい。学年の PTA 運営委員が PTA 会長を通して各部

門の担当副校長と常時電話連絡がとれるようにしていま

すので御安心ください。 

防災教育推進講演会・同委員会を開催しました   

 12月 18日、防災教育普及協会事務局長の宮崎賢哉

様をお招きして、講演会を開催しました。当日は大災害

から子供たちを守るために何をすべきなのか、具体的な

お話をうかがいました。その中でも、災害時のトイレの

確保が非常に重要であること、宮崎先生御自身も常に非

常用トイレを持ち歩いていることには、驚かされました。

また、「身近な人たちの支援が、子供たちの命に直結して

いる。」とお話しされ、保護者が我が子のことを近所の人

たちに理解していただけるよう、日頃から情報発信をし

ていくことが大事だと強調されていました。 

 冬休みは外にお出かけする機会も多くなります。御近

所の皆さんに我が子のことを知ってもらうチャンスです。

子供の障害や行動特性を理解してもらい、いざ災害に遭

った時に近隣の方に支援していただけるよう、支援を受

ける力「受援力」を高めることをぜひお勧めします。 

平成 29 年度  東京都小学生科学展        

 都内の小学校、特別支援学校小学部から選ばれた小学

生の研究成果６4点が小学生科学展で展示・発表されま

す。その中に本校Ｓ小6のEさんの研究「納豆のねばね

ば落とし大作戦」が選ばれました。 

日本科学未来館で1月12日（金）から15日（月）

まで研究成果が展示されます。また、1月14日（日）

午後1時から午後2時まで口頭発表を行います。口頭

発表に向けて発表練習に取り組んでいます。お子様と御

一緒に東京都小学生科学展で研究成果を御覧いただけれ

ば幸いです。 

学期末の学校行事にぜひ御参加ください！     

12月2５日（月）2学期終業式も参観できます。 

① ＳＮ小合同終業式は9:30開始 

② ＳＮ中高合同終業式は10:３0開始 

（終業式では児童・生徒の活躍紹介や表彰を予定） 

1月９日（火）3学期始業式もどなたでも参観できます 

① ＳＮ小合同始業式は9:30開始 

② ＳＮ中高合同始業式は10:10開始 

           鹿本学園校長 庄司 伸哉                    



 

 

Ｎ部門 小学部５年 移動教室報告            １１月７日（火）～１１月８日（水） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１７日（金）～１１月１８日（土） 

 

 

 

 

 

 １１月１７日（金）～１１月１８日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月～１２月のアクシデント・インシデント報告                         生活指導部 
 
【アクシデント報告 ６件】 

 転倒：２件   転落：１件   誤食：１件   遊出：１件   他傷：１件   

【インシデント報告 ６２件】 
 

 

 

 

 

９月～１２月のアクシデント・インシデント報告                         生活指導部 
 
【アクシデント報告 １６件】 

 

市川市少年自然の家に行ってきました。自然観察ゾーンを２０分程歩き、ありのみフィールドアス

レチックへ。ぽかぽか陽気に恵まれ、お弁当を食べたり、様々な遊具でたくさん身体を動かしたりす

ることができました。友達と大きなお風呂に入った後は、食堂での夕食。生姜焼き定食です！ 

外が真っ暗になってからはグラウンドに出て初めてのキャンプファイヤーをしました。美しい火の

女神が私達に火を与えてくださり、大きく燃え盛ったその時！野獣があらわれたのです。みんなびっ

くり！！食べられたらどうしよう…「そうだ！ターザンを呼んで助けてもらおう！」と、みんなで叫

ぶと、筋肉隆々のターザンが野獣を追い払ってくれました。翌日はプラネタリウムを見てから学校に

戻りました。 

今年は２回目の宿泊ということで、見通しをもち、自分の荷物整理やベッドメイキングを頑張った

２日間でした。                Ｎ部門 小学部５年 移動教室担当 岩田 和江 

本校では、職員朝会や全校連絡会を通して、事故の起きた原因や対策について共通理解を図り、同じような事故

が起きることを防いでいます。また、重篤な事故の場合は、即日事故対策委員会を開き、事故の再現や原因の分析、

対策の検討を行い、その後、全校もしくは部門ごとに事故再発防止研修を行っています。 

事故の原因としては、児童・生徒の実態の理解不足や、環境設定、指導者の介助方法などが挙げられています。

授業の流れを確認するなかで、予測される動きを打ち合わせ、環境設定や支援方法が適切であるかどうかを確認す

ること、いつもと違う様子が見られたときには、複数の目で確認することなどをさらに徹底し、事故防止に努めて

いきます。 

 

今年度もS部門の児童・生徒188名の成長を400名以上の来場者の方に見ていただくことができました。

様々な面での御家庭の御協力に、お礼を申し上げます。当日は保護者の皆様だけではなく、地域の方々、元教

職員、スクールバス乗務員と多くの方々が御来校くださいました。ＰＴＡの方には虹輝祭当日は、寒い中受付

や駐輪場整理をサポートしていただくことで、円滑に虹輝祭を運営することができました。江戸っ子太鼓の皆

さんには、迫力ある和太鼓の演奏で開会式を盛り上げていただき、虹輝祭をスタートさせることができました。

あらためまして感謝申し上げます。 

今年度も展示作品の中から、入選作品を選び閉会式で表彰しました。大賞や入選した児童・生徒の皆さんに、

賞状を授与したときの、驚きの顔と満面の笑みが印象的でした。 

 体育館や音楽室の大きな舞台でスポットライトをあびて、お客さんの前で練習の成果の発表することはとて

も貴重な体験です。いつも以上に緊張したり、できたときの達成感を得たりすることができたと思います。今

年度の舞台発表が、児童・生徒の皆さん、保護者の皆様、教職員の大切な思い出となり、今後の自信へとつな

がっていただけたら幸せに思います。 

Ｓ部門 虹輝祭担当 伊藤 仁美 


