
第 1７ 号

療育・教育相談

今年度も、元愛媛大学教授上岡一世
かずとし

先生をお迎えして、療育・教育相談を

年６回開催します。相談を希望される

方は、教育支援室までお電話ください。

なお、予約は先着順で、小・中学校の保護者を優先

としていますが、枠が空いている場合は就学前・高校

生のお子さんの保護者の相談も受け付けますので、電

話でお問い合わせください。

☆ 目 的 発達に不安のある小・中学生を養育されて
いる保護者の悩みに、専門的な立場からご指
導をいただきます。

☆ 第１回開催日時 ５月１４日（木）13:30～

☆ 場 所 保内庁舎３階 教育相談室

教育支援室だより
八幡浜市教育委員会

教育支援室 ☎21-6864

令和２年４月２０日発行

「信じて待つ」
教育支援室室長 甲野 正人

新型コロナウィルスの影響で、学校は長期に

わたる臨時休業になってしまいました。そして、

４月７日には７都府県に緊急事態宣言も出され

ました。私たちは、同じ日常が続く中で平静を

保つことができます。ストレスを溜める日々を

送っている保護者や児童生徒が多いだろうと想

像しています。まだまだ先の見通せない状況が続いています。教育支

援室の事業も、詳細を決めかねている状況にありますし、今後変更を

余儀なくされることもあるだろうと思っています。

マイナス思考の悪循環に陥ってしまうと、ストレスが何倍にも膨れ

ていきます。あれこれ考え込むよりも、今は、持てる力と、必ず訪れ

る本当の春を信じて、次のステップのための準備を進めておかなけれ

ばならないとも思っています。

今年度も教育支援室をどうぞよろしくお願いいたします。

<新任者紹介> 発達障がい支援アドバイザー 星野礼子

昨年度まで、神山小学校に勤務しておりました発達障

がい支援アドバイザーの星野礼子が、本年度から教育支

援室に勤務することになりました。

近年、学習面や行動面において、特別な支援を要する

児童生徒は、年々増加傾向にあります。そこで、発達障

がい支援アドバイザーを学校に派遣し、支援を要する児童生徒に対す

る効果的な指導方法や適切な支援の在り方について、指導助言を行い、

特別支援教育の更なる充実を目指していきます。

どうぞよろしくお願いします。

ミュージック・ケア（音楽療法）

佐伯美紀先生(日本ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｹｱ協会認定指導者)をお迎えして、

ミュージック・ケアを開催します。音楽の特性を生か

して、心身に刺激を与え、情緒の安定と心身の発達の

向上を目的としています。今年度も、裏面のとおり年

６回の開催を予定しています。多数

のご参加をお待ちしています。

参加希望の方は、５月２９日(金)

までに、教育支援室へ電話もしくは

メールでお申し込みください。

☆ 対 象

① 特別支援学級在籍の児童生徒とその保護者

② 生活支援員が付いている児童生徒とその保護者

③ 参加希望の児童生徒と保護者

☆第１回開催日時 ６月１３日（土）10:00～11:00

☆場 所 保健センター(松柏)４階 多目的ホール

Ｓ･Ｓ･Ｔ（ソーシャル･スキル･トレーニング）

本年度のＳ･Ｓ･Ｔは、裏面のとおり全４回実施します。

発達に支援の必要な子どもたちが、苦手を克服し、やる

気を引き出す活動を経験しながら、必要なコミュニケー

ション能力を身に付けていくことを目指していきます。

昨年度好評であった生活スキルと運動スキルにつ

いて、保護者の感想を一部紹介します。

〇 実生活の中での買い物、洗濯、食事（＆おやつ）は欠かせないことでど

のようにすれば正しいことなのか、好ましい行動なのかを学ぶことができ

て有り難いです。お陰でお手伝いも継続して頑張ってくれています。

〇 このＳＳＴ以降、洗濯物たたみをお願いできるようになりました。

〇 運動が苦手な子ですが、楽しみながら参加することができました。お友

達への嬉しい言葉・嫌な言葉も学習させてもらい、勉強になりました。

〇 親子揃って体を動かすことが好きなので、いつも楽しみにしている活動

です。集団の中でどれだけ聞く力、待つ力、考える力があるのか、子ども

の姿を見て知ることもでき、ありがたく思います。

Ｓ･Ｓ･Ｔ(全４回)に参加を希望されます方は、６月４日(木)までに、教育支援

室へ電話もしくはメールでお申し込みください。

また、別枠のＳ･Ｓ･Ｔ夏休みイベントとして、「クレイ(陶芸)セラピー」と「ア

ートセラピー」の事業も計画しています。「クレイ(陶芸)セ

ラピー」は今年度初めて取り入れました。信楽焼(朝ドラ「ス

カーレット」)を体験する予定にしています。また、「アート

セラピー」は、子どもたちに大変好評でしたので、２回開

催します。詳しくは別途６月下旬頃にご案内します。

にこにこみかんトーク

恒例となりました保護者座談会「に

こにこみかんトーク」は、学期に１

回（年３回）開催します。子どもた

ちが自分らしくのびのびと過ごせる

ように、子育ての悩みなど何でも相

談できる有意義な会にしたいと思います。

誰でも自由に参加できる座談会です。参加を希望さ

れる方は、当日までに、気軽にご連絡ください。

令和２年度「きりんカフェ」
登校しづらいお子さんを持つ保護者の会

本年度も裏面のように、年５回の相談日を設定しま
した。登校しづらいお子さんを持つ保護者にとって、
悩みや辛さを相談できる場として、「きりんカフェ」が
少しでも心安らぐ時間になればと思っています。登校
しづらいお子さんをお持ちの保護者のご参加や相談を
をお待ちしています。参加・相談を希望さ
れる方は、前日までに教育支援室まで、電
話もしくはメールでご連絡ください。
なお、いじめ・不登校に関する相談は、
年中受け付けていますので、設定日にか
かわらずいつでもご連絡ください。

※ 裏面に教育支援室の各種事業年間計画をまとめました。ご参照ください。



八幡浜市教育委員会教育支援室 〔電話〕０８９４－２１－６８６４ 〔メール〕sien２@yawatahama.ed.jp

事 業 名 日 時 場 所 備 考

生活スキル ７月 ４日（土）10:00～ 13:00～ 保内庁舎３階 大会議室

Ｓ･Ｓ･Ｔ 学校スキル ８月２０日（木）10:00～ 13:00～ 保内庁舎３階 大会議室 講師 幸田裕司

（全４回） スポーツスキル １０月１０日（土）10:00～11:30 未 定 体育館

スポーツスキル １月 ６日（水）10:00～11:30 未 定 体育館

Ｓ･Ｓ･Ｔ ｸﾚｲ(陶芸)ｾﾗﾋ゚ｰ ７月２８日（火）13:30～15:00 保内別館１階 創作室 講師 毛利 希 先生

夏休み ７月３１日（金）13:30～15:00
イベント アートセラピー 保内別館１階 講義室 講師 白石弘美 先生

８月２６日（水）13:30～15:00

６月１３日（土）10:00～11:00

８月２５日（火） 〃

保健センター(松柏)４階 講師 佐伯美紀 先生
ミュージック・ケア ９月２６日（土） 〃

（６回） １１月 ７日（土） 〃 多目的ホール

１２月 ５日（土） 〃

２月１３日（土） 〃

５月１４日（木）13:30～16:20
講師 上岡一世 先生

７月 ９日（木） 〃 （元愛媛大学教授）

療育・教育相談 ９月２４日（木） 〃
保内庁舎３階 教育相談室 相談時間枠

（６回） １１月 ５日（木） 〃
① 13:30～14:20

② 14:30～15:20１月１４日（木） 〃

③ 15:30～16:20３月 ４日（木） 〃

※ 上記は小・中学生を対象としている事業です。就学前、高校生の参加希望は、事前に教育支援室までご相談ください。

発達支援に関する講演会 １月１６日（土）10:00～12:00 保内庁舎３階 大会議室 講師 未定

６月２３日（火）10:00～11:30

にこにこみかんトーク
第２回10/29の講師

１０月２９日（木） 〃 ゆめみかん２階 和室

（３回）
桑原綾子 先生

１月２６日（火） 〃

５月１５日（金）10:00～11:30

７月１０日（金） 〃

きりんカフェ ９月 ４日（金） 〃 保内庁舎３階 教育相談室
（５回）

１１月１３日（金） 〃

２月１９日（金） 〃

４月 １日（水）13:00～15:00 講師 甲野正人
学校生活支援員研修会 保内庁舎３階 大会議室
（４月は新規採用・２年目の支援員） ８月２８日（金） 9:00～12:00 講師 高廣初実 星野礼子

市教育相談員等研修会 １１月２０日（金） 9:00～10:30 保内庁舎３階 第４会議室 講師 おおずふれあいスクール

愛顔ひろげるみんなの会義 ８月 ７日（金）13:50～16:15 ゆめみかんサブホール

６月２９日（月）13:30～15:30

市いじめ対策委員会 １１月２６日（木）15:00～16:30 保内庁舎３階 大会議室
（３回）

２月２６日（金）15:00～16:30

増加傾向にある支援を要する子どもや、家庭・学校をサポートしていきます。
教育支援室（保内庁舎１階） 困ったことがあったら、いつでもご相談ください。

☆ 電話相談・来室相談（八幡浜市教育委員会教育支援室） ☆ 八幡浜いじめ110番（八幡浜市教育委員会教育支援室）
☎ ０８９４-２１-６８６４ 月～金 8:30～17:00 ☎ ０１２０-８０５-４１５ 月～金 8:30～17:00

☆ 警察安全相談（八幡浜警察署） ☆ いじめ相談ダイヤル２４（愛媛県教育委員会）
☎ ０８９４-２２-０１１０ 24時間対応 ☎ ０１２０-０-７８３１０ 24時間対応

☆ こどもの人権110番（法務局） ☆ 児童相談所全国共通ダイヤル（厚生労働省）
☎ ０１２０-００７-１１０ 月～金 8:30～17:15 ☎ １８９（いちはやく） 24時間対応

※ ９月のきりんカフェ

では、おおずふれあい

スクールの先生をお迎

えする予定です。


