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令和４年４月１５日発行

～令和４年度のスタートに当たって～

教育支援室 室長 甲野 正人

満開の桜の中、新年度の春を迎えました。今年度が、実り多い一年間

となることを強く願っているところですが、新型コロナウイルスの感染

拡大や不安定さを増している世界情勢が心配され、制限や不安の大きい

中でのスタートとなっています。しかし、どのような状況下でも、でき

ることを探し、できる方法を生み出していかねばならないと思います。

そして、今の経験は、様々な場面で必ず生きていくと信じているところ

です。

さて、今年度の教育支援室は、「相談活動の充実」を中心に据えて取り

組みたいと考えています。（詳しくは、紙面を御参照ください。）そして、

八幡浜市の児童生徒の心身の発達や自己実現、保護者の方の悩みの軽減

等に力を尽くしていきたいと思っています。どうぞ、教育支援室の諸事

業を積極的に御活用いただきますようお願いいたします。

※ 昨年度末をもって、西宮勉学校教育指導員が勇退されました。西宮

指導員は、６年間にわたり、保護者等との相談、児童生徒への支援、

啓発活動の推進等に貢献いただきました。そして、新たに、兵頭弘（前

八代中学校長）学校教育指導員を迎え、室員７名の体制で、教育支援

室を運営していきますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

新規事業「ペアレント･メンターによる相談」について

「ペアレント・メンター」とは、一定の研修を受講した「発達障がいの

ある子どもを育てた経験のある先輩保護者」のことです。

発達障がいの専門家ではありませんが、同じ親だからこそ分かる子育て

の悩みや不安に寄り添い、前向きな子育ての一歩を応援します。

発達障がい（疑いを含む）のある子どもの育児や教育に悩んでいるお父

さん、お母さん、ご家族の方の相談をお待ちしています。相談内容は他者

に漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。また、相談者

のニーズに応えられるよう、２名のペアレント・メンターが同席してお話

をお聞きします。

～こんな悩みはありませんか～

子育てがしんどい、疲れた、話を聞いてほしい

診断が出た、これからどうなるの？不安しかない

友達関係がうまくいかない

入学先はどうやって決めたらいいの？

中学校や高校、働く場所は？・・・などなど

〔申込み方法〕

裏面の予定表を確認して、次のいずれかの方法で

お申込みください。

・電話 ・メール ・登録フォーム(右のQRコード)

令和４年度 教育支援室の事業

今年度も、裏面のとおり例年と同様の各種事業を計画し

ています。以下を参考にしていただき、参加を希望される

方は、教育支援室までお申し込みください。また、質問や

相談の場合も、お気軽にお電話ください。

Ｓ･Ｓ･Ｔ（ｿｰｼｬﾙ･ｽｷﾙ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）
発達に支援の必要な子どもたちが、苦手を克服する活動

や、やる気を引き出す活動を体験しながら、学校・家庭・

社会などで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。

今年度も全４回シリーズ（生活スキル・学校生活スキル

・スポーツスキル）と、別枠の夏休み親子イベントとして、

「アートセラピー」及び「クレイ（陶芸）セラピー」の事

業を計画しています。

ミュージック・ケア
音楽の特性を生かして、心身に快い刺激を

与え、対人的な関係の質を向上させ、情緒の

安定と心身の発達を図ることを目的としています。

今年度も佐伯美紀氏（日本ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｹｱ協会認定指導者）を講師に

お迎えして、年間５回の開催を予定しています。

療育・教育相談
発達に不安のあるお子さんを養育されている保護者の悩

みに、専門的な立場からご助言をいただきます。講師は、

桑原綾子氏（今治市）と幸田裕司氏（西予市）の２名で、

各３回ずつの年間６回（１回３枠）の相談日を設定してい

ます。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。

ペアレント・トレーニング
昨年度から始めました「ペアレント・トレーニング」

を、今年度も宇都宮千夏先生（臨床心理士・公認心理師）

をお迎えして実施します。「ペア・トレ」は保護者が子

どもとの良いかかわり方を学びながら、日常の子育ての

困りごとを解消し、子どもの発達促進や行動改善を目的

とした保護者向けのプログラムです。子育ての悩みを共

感できる親や支援者との出会いの場ともなります。全て

の講座への参加が原則です。対象は年長児～小学校４年

生の子どもをもつ保護者で定員８名です。受講を希望さ

れる方は、４月25日(月)～27日(水)の間に教育支援室ま

で電話でお申し込みください。教育支援室 ☎21-6864

にこにこみかんトーク（保護者座談会）
発達に不安のあるお子さんを養育されている保護者が集

まり、情報交換などを通して、支援の必要な子どもたちの

より良い成長と保護者の学びの場としています。

今年度も学期に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。

きりんカフェ
～登校しづらいお子さんを持つ保護者の会～

今年度も裏面のとおり、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。

参加・相談を希望されます方は、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。

ＳＬＡ※1 教育相談員 学校教育指導員 教育支援室長 巡回支援専門員 ｱﾄ゙ﾊ゙ｲｻ゙ｰ※2 ＳＳＷ※3

吉田京子 泉 康子 兵頭 弘 甲野正人 高廣初実 星野礼子 幸田裕司

※1:スクールライフアドバイザー ※2:発達障がい支援アドバイザー ※3:スクールソーシャルワーカー

本年度より、教育支援室でお世話になることとなりました。子どもたち

は、地域の宝です。一人一人にそれぞれ個性があり、その個性を伸ばしな

がら、自分らしく、大きく成長してくれることを願っています。子どもた

ちの健やかな成長に向けて、保護者や教職員の皆様のお手伝いができます

よう、頑張りたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

令和４年度 教育支援室メンバー紹介

〔新任者あいさつ〕 兵頭 弘 学校教育指導員



八幡浜市教育委員会学校教育課教育支援室 〔電話〕０８９４－２１－６８６４ 〔メール〕sien１@yawatahama.ed.jp

事 業 名 日 時 場 所 備 考

①生活スキル ７月 ２日（土）10:00～ 13:00～ 白浜小学校 ※全４回参加が原則です。

Ｓ･Ｓ･Ｔ ②学校スキル ８月２３日（火）10:00～ 13:00～ 白浜小学校
講師 幸田裕司

（全４回） ③スポーツスキル １０月２９日（土）10:00～11:30 白浜小学校 体育館

④スポーツスキル １２月２４日（土）10:00～11:30 白浜小学校 体育館

Ｓ･Ｓ･Ｔ ｸﾚｲ(陶芸)ｾﾗﾋ゚ｰ ７月２７日（水）13:30～15:30 講師 毛利 希
地域交流拠点施設「みなせ」

夏休ｲﾍ゙ﾝﾄ アートセラピー ８月２９日（月）13:30～15:00 講師 白石弘美

６月１８日（土）10:00～11:00

８月１６日（火） 〃 保健センター(松柏)４階 講師 佐伯美紀
ミュージック・ケア １０月１５日（土） 〃

（５回） 多目的ホール１２月１７日（土） 〃

２月 ４日（土） 〃

５月１９日（木）

９月１５日（木） 講師 幸田裕司

療育・教育相談 １月１９日（木）
保内庁舎３階 教育相談室

（６回） ７月 ７日（木）

１１月１０日（木） 講師 桑原綾子

３月 ９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 １１月 ５日（土）1３:３0～1５:3０ ゆめみかん２階 サブホール 講師 二宮 啓

ペアレント・トレーニング 5/27(金) 6/9(木) 6/24(金) 7/8(金) 9/9(金) ※ 全ての講座への参加が原

（全７回） 10/28(金) 12/２(金) （時間１０：００～１１：３０） ゆめみかん２階 研修室 則です。
対象：年長～小４年生のお子様をもつ保護者

フォローアップ研修 ６月 １日（水）10:00～11:30 対象：第１期生(令和３年度)

６月１６日（木）10:00～11:30
講師 ﾍ゚ｱﾚﾝﾄ･ﾒﾝﾀｰ(2名)

８月１８日（木） 〃

ﾍ゚ｱﾚﾝﾄ･ﾒﾝﾀｰ個別相談 １０月１３日（木） 〃 保内庁舎３階 教育相談室 ※ 相談は１日１組です。

１２月１５日（木） 〃 ※ 日時を変更することも
あります。２月 ９日（木） 〃

６月２７日（月）10:00～11:30

にこにこみかんトーク 第２回10/24の講師
１０月２４日（月） 〃 ゆめみかん２階 研修室

桑原綾子
［保護者座談会］（３回） １月２３日（月） 〃

５月２０日（金）10:00～11:30

７月１５日（金） 〃 保内庁舎３階 教育相談室

きりんカフェ ９月１４日（水） 〃
（５回） １１月１８日（金） 〃

２月１７日（金） 〃

４月 １日（金）13:30～15:00 保内庁舎３階 大会議室 講師 甲野正人・星野礼子学校生活支援員研修会
（４月は新規採用・２年目の支援員） ７月２６日（火） 9:30～12:00 ゆめみかん２階 サブホール 講師 宇都宮千夏

市教育相談員等研修会 １１月 下 旬 9:00～10:30 保内庁舎３階 大会議室 講師 未定

６月３０日（木）13:15～14:30

市いじめ対策委員会 １１月２４日（木）15:00～16:30
（３回） 保内庁舎３階 大会議室

２月２７日（月） 〃

※ ９月14日のきりんカ

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。

※ 6/30の講演会について
講師 河邉憲太郎（児童精神科医）
演題「ゲーム・ネット依存への

対応」

1日3組の相談を

予定しています。

＜相談時間＞

①13:30～14:20

②14:30～15:20

③15:30～16:20

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

☆ 心の悩み相談（八幡浜市保健センター 成人保健係) ☆ 警察安全相談（八幡浜警察署）
☎ ０８９４-２４-６６２６ 月～金 9:00～17:00 ☎ ０８９４-２２-０１１０ 24時間受付

☆ いじめ相談ダイヤル２４（愛媛県教育委員会） ☆ こどもの人権110番（法務局）
☎ ０１２０-０-７８３１０ 24時間受付 ☎ ０１２０-００７-１１０ 月～金 8:30～17:15

☆ １８歳までのチャイルドライン(ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ支援ｾﾝﾀｰ) ☆ 児童相談所全国共通ダイヤル（厚生労働省）
☎ ０１２０-９９-７７７７ まいにち 16:00～21:00 ☎ １８９（いちはやく）児童虐待通報電話 24時間受付


