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Ⅱ 特色ある本校の取組 
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日本の伝統文化の良さを発信する能力・態度の育成事業（B部門高等部 民族芸能部） 

１ 事業の概要 

（１）事業の趣旨 

①目的 

オリンピック・パラリンピック教育における伝統・文化の取組について、より専門的かつ継続的な活動を実施し、「日

本の伝統・文化の良さを理解し、様々な国や地域の方に日本の良さを発信できる生徒」、「互いの文化を尊重した交流

ができる生徒」の育成を図る。 

②内容 

ア、日頃の授業や部活動等の教育活動において、地域等の専門家を活用し、日本の伝統・文化に関する取組を充実す

ることを通して、生徒の専門的な知識や技能を高めるとともに、地域や日本の伝統・文化の理解を深め、積極的に発信

しようとする態度を育成する。 

イ、JETプログラムによる英語等指導助手（以下「JET青年」という。）など、外国人との定期的な交流を通して、地

域や日本の伝統・文化の発信・紹介等、積極的に外国人と関わり、日本の良さを伝える態度を育成する。 

都立高校に配置されたＪＥＴ青年を招へいし、交流活動を行う。推進校は、研究授業や学校公開等を通して、取組の

内容を広く近隣学校や地域等に発信し、伝統・文化に関する教育の普及・啓発を図る。 

 

（２）本校での取り組み 

本校では、B部門高等部の民族芸能部が部活動において、JET青年と交流を行った。 

民族芸能部では、沖縄伝統「エイサー」を週２回、放課後に活動している。沖縄民謡や沖縄風楽曲に合わせたエイサ

ーの活動は、パーランクゥーや締太鼓、大太鼓を使用し演舞を行う。校内ではまちだ祭（文化祭）で練習成果を発表し

たり、地域での発表を始め、スポーツ祭東京のオープニングで披露する等数多く発表してきた。このような活動を通し、

仲間との協力の大切さや達成感を味わい、卒業後の余暇利用にもつながっている。 

今年度は、活動の内容に日本の伝統・文化について意識付けをし、地域へ発表する機会に、日本の伝統・文化の良さ

を発信していった。JET青年との合同練習を今年度も４回行った。初回の合同練習では、日頃より練習に取り組んでい

る日本の伝統文化である沖縄の「エイサー」を披露し、また、JET青年の母校であるジャマイカの文化について教えて

頂いた。練習の成果発表として、JET青年とともに、総合文化祭に出演した。 

また、民族芸能部部員以外との関わりでは、１０月に B部門高等部の生徒を対象に、ジャマイカについての講演会を

行ってもらった。講義を受けた後、全員で「エイサー」を踊り、交流を深めた。 
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２ 次年度に向けて 

初めは、ＪＥＴ青年との交流に緊張していた生徒も、練習を通してだんだんと打ち解けることができ、自分たちから

話し掛けるなど積極的な姿が見られた。今年度は、交流できた生徒が、民族芸能部員に限られていたこともあったため、

次年度は、より多くの生徒と交流できる場面を多く設定し、日本のことを海外の方に発信していける力を育んでいけれ

ばよいと考える。 

＜横田早苗＞ 
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宿泊防災訓練 

 

１ 概要 

（１）目的 

 ①児童・生徒の防災意識の育成を図る。 

 ②児童・生徒の安全確保に向けた教職員の危機管理体制を点検する。 

 ③児童・生徒の安全確保に向けた家庭との連絡・連携体制を点検する。 

 

（２）日時 

平成 28年 9月 9日（金）～10日（土） 

 

（３）場所 

都立町田の丘学園 本校舎 

 

（４）対象 

Ｂ部門高等部１年生 50名、教職員 29名 

 

２ 訓練内容 

（１）実践的な訓練体験 

①消火器訓練 

②心肺蘇生・AED訓練 

③負傷者の運搬・担架づくり訓練 

（２）非常食利用訓練 

（３）停電訓練 

（４）引渡し訓練    

 

３ 成果 

・町田消防署鶴川出張所並びに地域消防団と連携し、本格的な訓練を実施することができた。 

・初めて実施した宿泊防災訓練ではあったが、地域連携という視点から、隣接の都立野津田高等学校の生徒 10名が

夕飯準備（炊き出し）のボランティアとして参加して地域連携が図れた。 

・地域自治会（並木自治会）からも視察に来たので、今後どのような連携が図れるか等考えていく機会となった。 

・災害から自分の身を守る（自助）だけでなく、お互いに助け合う（共助）の取組ができた。 

 

４ 課題 

 ・知肢併置・小・中・高の併設・二つの校舎という視点で、宿泊防災訓練を考えていく。 

・地域の自治会等との地域連携を更に進める。 

・隣の野津田高等学校との連携を更に進める。 

 

５ 最後に 

 ・災害はいつ来るか分からない。 

 ・日々の備えが大切である。 

・いざという時に備えて、実践的な訓練を重ねていく。 

 

＜宮原興龍＞ 
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センター的機能の報告（相談支援部） 

１ はじめに   

 本校では、平成 25年度から 27年度の三年計画で、文部科学省委託事業「特別支援学校機能強化モデル事業(特別支

援学校のセンター的機能充実事業)」を行った。事業を通して、センター的機能の発揮は、「特別支援学校の支援力の向

上」と「地域の受け皿の拡大」の両輪がそろってこそ充実していくことが分かった。 

町田の丘学園は、町田市１市を通学区域とする特別支援学校である。そして町田の丘学園がセンター的機能を発揮す

る舞台となるのは町田市である。町田市と、町田市教育委員会との連携を強化し、共生地域の担い手となる町田市の子

ども達（町田市小・中・高等学校の子ども達、町田の丘学園の子ども達）を共に育てていきたいと考えている。町田市

教育委員会をはじめとして地域の関係機関との協力関係を強固なものにし、連携体制を構築できたことがこの事業の大

きな成果であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、今年度町田の丘学園のセンター的機能では、次の 3点を念頭に置き事業を展開することとした。 

（１）文科省事業で得たものを大切にしながら、更に発展させていく 

 ○ 教育委員会や保健所等、支援の核となる機関との連携から、その先の具体的な支援 

 ○ 文科省事業で行った小中学校拠点校への支援や高等学校への支援を継続・発展させた、「キャリア教育研修会」

や「特別支援学級・通常学級への支援」、「高等学校への支援」        

（２）特別支援教育に係る今日的な課題に取り組んでいく 

 ○ 町田の丘学園の平成 28年度重点目標にも掲げている「特別支援教室(拠点校)との連携」 

○ インクルーシブ教育の充実に向けた「障害理解教育の推進（交流及び共同学習）」       

（３）従前の地域支援を大切にしながらも、よりよい支援の在り方を検討、実施していく 

 ○ 地域教育機関・関係機関への巡回相談、研修会等 

 ○ 地域支援セミナー等の理解啓発活動                     

 

 他に学校として取り組む理解推進事業としては学校公開があり、また公開研究協議会も地域の特別支援教育推進に寄

与している。本校の学校公開・公開研究協議会には、地域関係機関の方々が多く参加し、本校の教育活動を知っていた

だく機会となっている。また、公開研究協議会は、市内小中学校特別支援学級担任の研修会にも位置付けられている。

本校には 3名の指導教諭がおり、模範授業・公開授業は地域の先生方の研修の場となっている。夏季休業中に本校教員

が講師となって行うワークショップには、市内小中学校の先生方が多数参加している、等々。 

 これらは、本校全教員の専門性を向上させることにより学校全体として発揮しているセンター的機能である。「本校

の専門性の強化がセンター的機能を支える」ということの、具体的な例となっている。 

 

地域への支援は、様々な形で進行していくため、報告の中に全てをまとめることには難しさがある。本報告では、本

校特別支援教育コーディネーターが中心となり町田市と連携し、重点的に行ってきたことを柱に報告する。 

<前田 真澄> 

 「特別支援学校のセンター的機能充実事業」町田の丘学園の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪③センター的機能を支える 本校の専門性の強化≫ 

○教員の指導力・実態把握力の向上  ○特別支援教育コーディネーターの専門性向上 

センター的機能の発揮 

≪②高等学校 

との連携≫ 

○障害理解 

   出前授業 

○進路指導相談 

≪①町田市教育委員会との連携強化≫ 

○連絡会(定例会)の開催  （月 1回） 

○特別支援学級訪問   （年間 20回） 

○小中学校校長連絡会への参加（２回） 

○町田の丘教員によるワークショップ 

○地域支援セミナーの共催（年間４回） 

○町田の丘教員の 町田市研修会参加 他 

≪拠点校での実践≫ 

○特別支援学級への支援から 通常の学級への支援へ 

  アセスメントに基づく指導内容・方法の充実 

○地区総合支援の展開  A地区から B地区へ 

 特別支援学級の指導力向上及びキャリア教育の充実 
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２  教育機関・地域関係機関への支援 

今年度の教育機関・地域関係機関への支援は、各機関から依頼を受けて単発で行うものから、教育委員会や保健所、

子ども支援部などと連携し、計画的・継続的に実施する支援形態に移行してきている。 

今年度重点的に行ってきた支援について報告する 

 

（１）小学校特別支援教室への支援（今年度よりスタートした拠点校の町田第四小学校への支援） 

① 昨年度より継続して「特別支援教室設置部会」の委員として、町田市の特別支援教室の整備計画の作成に関わっ

た。(年間４回) 

② 拠点校町田第四小学校や巡回校での授業観察とケースカンファレンスを行った（１６回）。 

③ 町田市教育委員会と連携して「情緒障がい等通級指導教員研修会」（全５回）の企画に関わった。研修会で講師

を務め(２回)、テーマに造詣の深い講師を紹介した（回）。 

④ 校長会や副校長会、通級連携担当者会の研修会で講師を務めて、特別支援教室の理解を進めた。 

（２）特別支援学級への支援 

① 町田市で行っている「町田市立小･中学校特別支援学級訪問」に参加し、授業観察と助言を行った。(年間 15回) 

② 年間支援の要請を受けて特別支援学級に年間 10回以上訪問。研修やカンファレンス、授業研究等を行った。 

（３）通常学級への授業支援（研修会講師・巡回相談１５回） 

 支援の必要な児童・生徒が通常学級で適応していくためのベースとして、通常学級のユニバーサルデザインの考え

方に基づく指導と学級づくりのための研修会の講師や学級巡回しての授業アドバイスを行った。 

（４）キャリア教育研修会（３回） 

 昨年まで文部科学省事業「特別支援学校のセンター的機能充実事業」で、町田市の地域ブロックごとにキャリア教

育研修会の開催を行っていた。今年は鶴川地域・町田地区・堺地区で行い、４年間で全地域での実施ができた。 

（５）幼稚園・保育園への巡回相談、研修会 

 発達障害は、早期からの適切な指導・支援が大切なことから、幼稚園・保育園への支援にも力を入れている。昨年

度より本校と同様の指導者支援型の巡回相談をスタートした、就学前施設のすみれ教室とも連携し行っている。 

（６）小学校・中学校への巡回相談、研修支援 

従来通りの学校からの巡回相談依頼、教育委員会からの依頼も多い。困り感の強い学校には、後日研修会等を設定

するなどして、校内委員会等を中心に問題解決を進めるシステム構築支援をしている。 

（７）高校への巡回相談、研修支援 

発達障害教育に関する講演会や(1回)、発達障害に起因する不登校生徒や行動問題生徒についての相談支援等を行

った(10回)。高校ヘは東京都からの自立支援チーム派遣が始まり、その連携についての発表も行った。 

（８）学童保育クラブ、児童デイサービス等地域関係機関への巡回相談、研修支援 

地域関係機関でも積極的に巡回相談や研修支援を行った。夏の定例支援会議を地域関係機関を会場にして行うこと

も増えている。こうした連携が進み、学校公開や公開研究協議会には地域から数多く参加するようになっている。 

（９）地域相談 

町田市在住の方の発達障害に起因すると思われる問題について、幅広く相談を受けている。電話相談や来室しての

相談、所属学校に出向いての相談を実施。特別支援学校のもつ幅広い情報とネットワークを使って適切なアドバイス

や役立つ機関の紹介ができるよう心掛けている。相談件数は１００件を超え、延べ相談回数は５００回に達した。 

 

 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 研修会講師 巡回相談 

保育園・幼稚園 ２ ３３ 

小学校 １８ １１ 

（特別支援教室） ３ １６ 

中学校 ４ １ 

特別支援学級 ２ ２２ 

教育委員会関係 ７ ３ 

高等学校 １ ２ 

学童保育クラブ ３ ４ 

放課後ﾃﾞｨ ５ １ 

合計 ４４ ９３ 

研修会テーマ（抜粋） 

・障害の特性や知的発達に応じた指導の工夫 

・気になる子への支援のしかた～特別支援教育の最新情報～ 

・キャリア教育研修会 ～支援が必要な子供たちの進学・就労～ 

・通常学級における支援の必要な子どもについて 

 ～特別ではなくなった特別支援教育～ 

・目標を一致させて 保護者とともに歩んでいくために 

・構造的活動と協働的活動を取り入れた体育 

・温かく豊かな人間関係を目指して 

・みんなちがってみんないい I am OK , You are OK 

・算数教育のユニバーサルデザイン 
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３  地域への理解啓発 ～地域支援セミナー～ 

地域支援セミナーは町田市教育委員会との共催で実施し、地域の多くの人に特別支援の情報を提供するのと同時に、

町田市小中学校教員の研修会としての役割も兼ねている。東京都発達障害教育推進計画も策定され特別支援教室の設置

がスタートする中、すべての学びの場や地域生活の中で、特別支援教育の知識や理解が深まるように 4回の地域支援セ

ミナーで最新のトピックスを提供した。参加者実数は第 1 回が 189名、第 2回が 129 名、第 3回が 221 名、第 4 回が

113名と合計 625名であった。各講演内容、講師は以下のとおりである。 

 

<平成 2８年度地域支援セミナー> 

＜旭岡 善介＞ 

 

４ 障害理解教育の推進 ～交流及び共同学習～ 

本校の交流活動は、副籍交流と学校間交流の２つに分けられる。 

 

（１） 副籍交流  

副籍制度の目指すものは、次の 2点があげられている。 

○ 共生地域の実現 

○ 共生地域の担い手の育成 

 

町田の丘学園では平成２６年度より、「基本的に全員が、学区に居住していることを地域の小・中学校に連絡する」

としている。本校は、都内でも副籍交流の実施率（直接交流と間接交流）が高い（90.5％）との評価を得ている（表 1）。 

  

学部(在籍 H25･H28) 間接交流 間接交流＋直接交流 交流実施者の割合 地域指定校数 

 H25 H28 H25 H28 H25 H28 H25 H28 

小学部(121･118 名) 16 人 40 人 37 人 111 人 43.8％ 94.1％ 34 校 38／42 校 

中学部( 72･72 名) 11 人 51 人 11 人 61 人 30.6％ 84.7％ 11 校 18／20 校 

合計 (193･190 名) 27 人 91 人 48 人 172 人 35.1％ 90.5％ 45 校 56 校 

平成 28 年度 副籍交流実施者数 

 

出前授業実施数   

 

 

 

回 日時･会場 内 容 ・ 講 師 

１ 

7 月 25 日（月） 

13:30～16:00 

町田の丘学園本校舎 

講演「特別支援教育担当者に求められる指導技術と専門性」 

～特別ではなくなった特別支援教育～ 

講師 東北福祉大学教育学部教授  大西 孝志 氏  （町田市教育委員会共催） 

２ 

8 月 2 日（火） 

13:30～16:00 

町田の丘学園本校舎 

講演「家庭でできる就労トレーニング」～自立に向けて今からできる事～ 

東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育推進室就労支援担当  

志賀浪（しがなみ）進 氏（町田市教育委員会共催） 

３ 

8 月 17 日（水） 

9:45～12:00 

玉川大学 

講演「発達障がいのある児童・生徒を温かく包む学級づくり」 

～学級集団アセスメントＱ‐Ｕを活用して～                  

講師 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 河村 茂雄 氏 

（町田市教育委員会共催、大学等連携）  

４ 

 

12 月 26 日（月） 

13:30～16:00 

町田の丘学園山崎校舎 

講演「読み書き学習支援の実際とポイント」～プリント教材等を活用して～ 

講師 東京学芸大学教育学部教授  小池 敏英 氏  （町田市教育委員会共催） 

小学校 中学校 高等学校 

 １５  ３  １ 

【出前授業】 児童・生徒の副籍校や学校間交流をしている学校では、本人のこと

や町田の丘学園のこと、障害について知ってもらうために町田の丘学園コーディネー

ターが出向き、出前授業を実施している。この他に、各担任が交流の始めに同様に出

前授業を行うケースも多くなってきている。 
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この背景と取り組みに関して、下図のようなポイントで検討してみた。 

Ａ 担任一人一人の意識と工夫 

担任が作成している本人便りや、最初の交流時に担任が

子どもの好きなことや配慮について紹介することが大切。 

Ｂ コーディネーターが市内全域を巡回相談等で訪問 

学校単位での理解啓発に繋げるためには、各校のコーデ

ィネーターと具体的な連携方法を検討したり、学年全体で

の障がい理解啓発出前授業の実施したりすると、連携効果

を上げることができる。 

Ｃ 基盤としての町田市教育委員会との連携 

町田市教育委員会が、副籍の実践集（直接交流）を作成

しているが、今年度は各校作成の頁に町田の丘学園教員の 

コメントを入れるコーナーを作っていただいた。これまでは、副籍に関して町田の丘学園から発信し、書類への記入を

依頼する形であったが、副籍制度が「区市町村を基盤とした制度」に転換したことからの改善である。地域指定校から

町田の丘学園教員に発信することで、地域の小中学校が今後副籍交流を推進する形が見えてきた点で意義深い。 

 

A,B,C の比重は、学校によって異なる。C の基盤が一定であっても B や A の取り組み方は、本校及び地域指定校担

任の関わり方により変わり、副籍交流の数と質が違ってくる。コーディネーターとして次年度への課題は、「学校間で

の連携の工夫」、「出前授業の内容の充実」、「副籍校での介入タイミング」、「本校担任のモチベーションアップのための

支援」の 4 点を挙げて取り組みたい。 

 

また直接交流に関して学年別に調査したところ、「小学校と中学校の実施率の差が大きい」「入学時に副籍を置くこと

に消極的な保護者が多い」ということが分かった。 

個々の意見を集約すると、小学部入学時から積極的に交流を行ってきたケースに、「直接交流は学年が上がるにつれ

て難しくなる」との意見が見られることが多い。一方で、児童の実態から低学年の時は直接交流が難しかったが、学年

が上がり児童が成長することで地域指定校の活動に参加できるようになるケースも少なくない。また入学時の保護者は

特に複雑な思いを抱えていることが推測される。 

このような実態を踏まえ、保護者の気持ちをゆっくりと受け止めつつ、学校としては「地域に返す子ども」、保護者

には「地域で暮らす」イメージをもたせながら進めて行けたらと考える。教員が副籍の際に同行したり、保護者の声を

聞き取り学校間のパイプ役として工夫したりしながら、まず、1回でも地域指定校に足を運ぶこと、そして 1回でも地

域の担任と顔を合わせ、子どもを知ってもらう場の設定ができるよう努めたい。 

 

（２）学校間交流 

今年度は、七国山小学校、南成瀬小学校、鶴川第二中学校、野津田高校との学校間交流を行った。 

年に 3回の交流教育連絡会、学園祭等での作品交流、児童への障がい理解啓発出前授業等、1回の交流だけに終わら

ないよう工夫をしている。9月に行われた七国山小学校との交流会は、Ａ部門Ｂ部門と七国山小学校の交流である。全

体会で七国山小のソーラン節を披露してもらったり、みんなでダンスをしたりして楽しい時間を過ごした。 

グループ交流をした後全体交流をする方が親近感が増すという意見から、1月の南成瀬小学校との交流会では、最初

に各教室で自己紹介をしてから一緒に全体会の会場に向かった。これにより和やかムードで全体会が行われた。 

鶴川第二中学校との交流は、インフルエンザによる学級閉鎖で当日の交流の実施はなかったが、昨年度に引き続き、

作品の展示や中学校への障がい理解出前授業を行うことでお互いの理解啓発に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1/25(水)南成瀬小学校との交流会            11/26(土) まちだ祭 展示発表 

A:担任 

B:コーディネーター

と市内小中学校との

連携 BbBB 

C:学校と町田市教育委員会の連携 
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理解教育協力校 

学校間交流を行っている「七国山小学校」「南成瀬小学校」「鶴川第二中学校」「野津田高等学校」が理解教育協力校

となっている。町田市では、特別支援学級のない学校を 2年毎に入れ替えて町田の丘学園と学校間交流を行うように設

定している。「南成瀬小学校」「鶴川第二中学校」がその 2年目に当たる。「七国山小学校」」は、町田の丘学園山崎校舎

の所在地の学校として毎年交流する。「野津田高等学校」は、本校舎と隣接した身近でつながりの深い学校である。 

交流教育連絡会 

理解教育協力校と町田市教育委員会、理解教育推進校である町田の丘学園は、年 3回「交流教育連絡会」を行ってい

る。今年度最終回、第 3 回の「交流教育連絡会」は、次年度交流校となる「鶴川第一小学校」「真光寺中学校」を含め

たメンバーで行った。 

各校の今年度の経験から、またそれぞれの立場からの意見や感想、要望、期待など、今年度の総括と次年度への課題

を伝え合った。そのいくつかを紹介したい。 

協力校としての交流が終わる南成瀬小学校（管理職・担任）からの感想に 

〇「その場でしか感じられない何かを、体験を通して得ることができた。当日に至る準備をすすめる子供の様子から

『大事な機会を得た』と実感している」 

〇「手拍子、拍手、緊張、設定した中でない形での子供の臨機応変の対応をほめてもらったことがうれしい」 

 

また七国山小学校と南成瀬小学校の交流学年である保護者からは、 

〇「昨年参加した自分の子供（現 5年）が、歩いていた時の段差に足を止め『こういう段がなくなるといいね』と 

何気なく話した言葉に、親として、はっとした。このような交流を続けてもらいたいと思った」 

〇「4年生の我が子は、交流後にこのことを言わない日がないくらいであった。 

『こうしたら良かった』『今年した失敗をもう一回やり直したい』と話している。続けていきたい。 

お互いにとって学校の存在を保護者間でも発信したい」 

 〇「4年生の息子、あまり学校のことを語ることはない。けれども、町田の丘の子を楽しませたいと言っていた。 

今年度、ＰＴＡの方とたくさん交流していきた。親として見習うべきことがたくさんあった。4年生以外の保護者

からは、『交流を続けてやりたかった』という声を聞いている」 

 〇「2年生の娘にも分かりやすく伝えたい。町田市長へ伝えたい。政治、ＰＴＡ，他人任せにしているところが 

あったが、当事者の私がやっていかなければ･･･と思った。私の人生でも勉強になった」 

 

理解推進としての交流は、子供たち発信であり、やがて子供たちの将来に繋がるものと信じている。けれども、そこ

に至るには、このような市との連携や学校単位の連携の場、そして子供たちを支える保護者、地域との結びつきが大き

く関与すると改めて気づかされた。子供たちが地域で豊かに暮らす礎となるよう、今後も学校間の交流活動の質の向上

に努めたい。 

＜川邊 千春＞ 

５ 成果と今後の課題 

継続して通り組んできているセンター的機能であるが、今年度は障害者差別解消法も施行され、特別支援教育を取り

巻く環境は大きく変化してきている。副籍交流は今では特別支援学校から小中学校に依頼して行うものではなく、地域

に籍を置くことを前提として位置づけられている。早くからそのスタンスで副籍に取り組んできた町田市では、副籍実

施率は９０％近くに達し、東京都の中でも有数の高さにある。実施率がアップすることで、小学校では直接交流が充実

してきている。今後は、中学校ではどのような機会に直接交流の場を得ることが可能であるかを検討していきたい。 

教育機関・地域関係機関への支援では、個々への支援からネットワーク支援へ移行している。10 年前に特別支援教

育がスタートした当時には、理念が先に立ち動きが伴わなかったが、法整備が整ってくるにつれ実効性のある対応がで

きる機関が増えてきた。校内支援に関しても、立ち上がってきたネットワークを活用することで効果が出ている。様々

な領域で新しい支援資源が立ち上がっていく中、枠にとらわれることなく教育・福祉・医療・保健・労働等の関係機関

と連携できる町田の丘学園の強みを生かし、町田市のエリアネットワークの接着剤のような役割を果たしていきたい。 

地域支援セミナーは、町田市教育委員会との連携により町田市小中学校の教員研修の場として重要になっている。合

理的配慮の考え方の浸透など、特別支援教育が大きく変革を見せている中で最新の情報を提供できたが、その分、保護

者や地域関係者には内容が難しかった面もある。改めて「すぐに役立つ実践的なセミナー」の立場に立って来年度の研

修会を企画していきたいと考える。 

＜旭岡 善介＞ 


