さ

ら

ん

べ
北

１０月２２日（火）に児

されました。本校の授業や校舎などを御覧いただき、本

部や各委員会から４月から

校の取り組みについて説明をしました。田澤教育委員か

１０月までの活動報告が提

らは、障害者の就労に向けての取り組みなどをお話しい

案されました。

ただきました。
（塩本）

道

八

雲

平 成 ２ ５ 年 度

９月２６日に、北海道教育委員の田澤由利氏が、来校

童生徒総会が行われ、執行

海

養

護

学

校

学 校 だ よ り

平成２５年１０月３１日発行（第７号）
北海道八雲養護学校は、独立行政法人国立病院機構八雲病院に隣接した、病弱者を主に教育する特別支援学校です。

『学校をより良くしよ
10 月 1 日に行われた始業式では、校長先生からのお話、千田先生から 2 学

う』という目標に向かい、

期の学習活動について、学校行事や卒業までの登校日数等を確認しました。

児童生徒会執行部や各委員

また各学部の児童・生徒代表より「2 学

会が取り組んだことを各代
も飛び交う活発な意見交換
を行う事ができました。
１１月から新児童生徒会
が発足しますが、今回出て
きた意見や反省をもとに一
くり』に取り組んでもらえ
ればと思います。
（山下）

11 月５～１５日に、本校の授業を公開いたします。

10 月 17 日（木）に留寿都高校の生徒 24 名が来校
し、高等部との交流を行いました。
授業での交流では、ディベートや英語での自己紹介、
揺れ遊び、たいそうなどの
授業を両校の生徒が一緒に
受け、互いの学校の生徒を
意識しながら、積極的に活
動に参加しました。
レクリエーションでは、
周囲と自分の誕生日を確認
しながら、誕生日の順番に
一列に並ぶ「バースデーサ
ークル」や、自分の得意な
こと・好きなことの紹介を
含めた自己紹介をする「オ

12 日（火）児童生徒会活動

とニッコリ笑顔で巻き物の紐を引いて披

13 日（水）児童生徒会任命式

露、中学部生徒は「学校祭では劇を頑張り

14 日（木）移動図書館車来校

ます！」と力強い意気込み、高等部生徒は

１９～21 日

学校祭に向けた意気込みと、卒業後の夢に

21 日（木）小学部山崎小との交流

ついて語ってくれました。

26 日（火）児童生徒会活動

訪問学級児童は図書室にてテレビ電話を

御指導や御意見をいただければ幸いです。多くの皆様の

使い、ベッドサイド学習の児童生徒は各病

御来校をお待ちしております。

棟で始業式を行いました。校長先生をはじ

○日時：25 年 11 月５日（月）～15 日（金）

めたくさんの先生や友達と交流を図りなが

○研究授業
・中学・高等学校に準じた教育
１１／

７（木）3 校時（10:40～11:25）

高等部 1 年 現代社会「日本国憲法は改正が必要か？」
１１／１１（月）3 校時（10:40～11:25）
中学部 3 年

国語「春の山河」

・自立活動を中心とした教育
１１／

６（水）1 校時（8:50～9:35）

小学部２年 自立活動 「秋の遊びうた」（ビデオ公開）
１１／１３（木）3 校時（10:40～11:25）
高等部２年

自立活動 「感覚遊び」
（ビデオ公開）

※各研究授業の研究協議は 16:00 より行います。
○その他
・時間割は、本校ウェブページに掲載しております。
・御来校の際は、玄関で受付をお願いいたします。

ンリーワンよりナンバーワ

『２学期に向けて頑張ること』

高等部生徒代表

す。
まず、２学期最大の行事、学校祭について話したいと
思います。午前に行われるステージ発表では、台詞を役

入学を希望される方は、必ず御覧いただき、手続きをお

話がさかんに飛び交い、と

願いします。また、出願前に必ず教育相談を受けていた

ても明るくなごやかな雰囲

だいておりますので、入学を希望される方は本校まで御

気となりました。
（宍戸）

連絡ください。なお、本校への入学は隣接する八雲病院
に入院していることが原則となっております。
（塩本）

参して学芸員の方が来校され、鑑賞の授業を行いました。
子どもたちは、始め布の
上から作品に触れて、どん

もいます。また、午後に行われるクラス発表では、みん
なで『ＫＴＢ５

な姿の彫刻が隠れている

勇者たちよ試練をクリアしてお宝ゲッ

のか考えたり、形から感じ

トだぜ』というテーマをコンセプトにクイズづくりなど

取った印象を発表し合っ

に取り組んだりしています。お客さんとクラス発表を楽

たりしました。

しめるように頑張って行きたいと思います。僕にとって
は最後の学校祭になるので、思い出に残るような学校祭
にして行きたいです。
また、卒業後に向けて、将来どのような活動をするの
か考えていき、卒業までには自分が将来なりたい社会人

続けて行く事、二つ目は、ホームページ作りの技術を勉

した。活動中は両校生徒の

10 月 23 日(水)に函館美術館から 2 点の彫刻作品を持

になりきって、感情を込めて言うことを頑張りたいとお

ったら等のお題に沿って自
集要領を本校ウェブページで発表する予定です。本校に

１１０２．０点

２学期に向けて頑張りたいことを発表したいと思いま

僕には、夢が二つあります。一つ目は絵の描く活動を

みでトーク」の３つをいま

ありがとうございます。
集まった点数

（１０月２３日現在）

ン」
、もしタイムマシンがあ
１１月末頃、２６年４月に高等部に入学する生徒の募

中学・高等部 2学期中間考査

ベルマーク活動への御協力

ら行うことができました。
（小原）

を探して行きたいと思います。

分の意見を話す「ぬいぐる

児童生徒会役員選挙

小学部児童は「げんきにとうこうします！」

また、研究授業を４本設定いたします。御覧いただき、

８：３０～１５：３５（火・金曜日は１３：４５まで）

公開授業週間

7 日（木）高等部 3 年 3 組校外学習

期頑張ること」について発表がありました。

表が説明をし、質問や意見

人一人が『より良い学校づ

5 日～15 日

強していく事です。そのためにも、残りの学校生活、い
ろいろな勉強を頑張って行きたいと思っています。これ
で僕の発表を終わります。

次に作品から布が外され、直接作
品に触れて素材の冷たさや堅さ、力
強さなどを感じました。美術館学芸
員の方から作品の説明を聞く場面で
は、皆真剣に耳を傾け、話に聞き入
っていました。
普段は触れることのできない美術
館の作品を自分たちの手で触れられ
る貴重な体験をし、子どもたちは終
始目を輝かせていました。
（太田）

北海道八雲養護学校 〒049-3116 二海郡八雲町宮園町１２８ 電話：0137-62-3670
学校ウェブページ：http://www.yakumoyougo.hokkaido-c.ed.jp

FAX：0137-62-3427

学校代表メール：yakumoyougo-z0@hokkaido-c.ed.jp

高等部ステージ発表 「Treasure Treasure Treasure」

中学部１組クラス発表 「ゲームセンターＫＲ」

高等部 1 組クラス発表 「ぼくらのハローワーク」

オリジナルの劇を行いました。どの生徒も役になりきり、

実際に駒を動かしてきょうりゅうしょうぎやパソコンのエ

卒業後の活動を意識した調査と発表を行いました。準備で

練習に比べて仕草や表情などの細かい演技に磨きをかけて本

クセルのゲームを来場者の方と一緒に楽しみながら接客をし

は勤労に関する調査や校外学習、卒業生へのインタビューを

１０月１２日（土）に学校祭を行いました。多くの方にご来
校いただき、ありがとうございました。今回は各学部・学級
での発表の様子や、児童生徒の感想を紹介します。

番に臨むことができました。

ました。
（石川誠）

行いました。また、当日に向

それぞれの夢や特技を生かし

生徒の感想

けてポスターを作成した生

て高等部全員が力を発揮し、

・台詞を間違えずに言えて良

徒、当日、発表の進行を担当

素晴らしいステージになりま

学校祭オープニング・エンディング

した。

生徒会執行部の 3 名が中心となって司会進行を務めまし

３年生２人からの感想は、

た。

「セリフの量は多かったです

オープニングでは、執行部のかけ声を合図に学校祭のテー

かった。
・お客さんを呼び込むことや
ゲームのルールを説明する
ことを頑張りました。

した生徒、がんばって呼び込
み活動をした生徒、心を込め
て会場を案内した生徒。
一人一人の活動が集約され

マ「みんなで協力して頑張る

が、間違えずに言えたので良

・ステージ発表やクラス発表

ることで良いクラス発表につ

Z!!!」をみんなで唱和して気持

かったです。
」

とすごく大変でしたが、楽

ながったと感じています。調

ちを高めることができまし

「セリフを上手くしゃべるこ

しかった。

査に御協力いただきました皆

た。

とができて良かったと思いま

様、足を運んでいただきまし

エンディングでは、ステー

す。
」と、役になりきってセリ

た皆様心からお礼を申し上げ

ジ発表やクラス発表の様子を

フを言うことの大変さを語っ

ます。
（甲田）

スライドショーで見たり、子

てくれました。

中学部２組クラス発表 「お・も・て・な・し」

高等部２組クラス発表
「ＫＴＢ５～勇者達よ！！試練をクリアしてお宝ゲットだぜ！！」

どもたちが感想を述べたりし

温かい拍手を送ってくださ

ながら学校祭に向けて一生懸

った皆様、どうもありがとう

案内をしたり、おみやげを渡

「販売活動」と「来場者参加型のイベント」を行いました。

命頑張ってきたことや、友達

ございました。
（輪島）

したりする中で交流すること

販売活動では、授業で制作したバックや巾着を販売しました。

ができました。

販売係や会計係、包装係など、役割を分担し協力しながら取

や保護者、多くの来校者の方
との交流を振り返ることがで

ＰＴＡバザー

「おもてなし」をテーマに来場者を迎えました。ゲームの

ボールを的に当てるゲーム

り組んだことで、多くの商品を売ることができました。

短い時間でしたが来校者の方の協力で盛会の中に終了しま

を一緒に楽しんでくださった

来場者参加型のイベントで

した。今年度は、八雲町の住民の方からも物品の提供をいた

おかげで、最後には一枚の絵

は、来られた方と一緒に、自

だき、ありがとうございまし

を完成することができまし

分たちが考えたクイズやレク

児童生徒それぞれの得意なことを各場面で生かしながら劇

た。売り上げの総額は 6,500

た。また、記念のカレンダー

リエーションで盛り上がりま

を作り上げていきました。練習当初は、時間内に演じきれな

円となりました。ＰＴＡ活動や

もたくさんの来場者の方にお

した。来られた方が喜んでい

かったり、書道パフォーマンスで字がうまく書けなかったり

子どもたちの教育活動などに

みやげとして持っていってい

る姿を見て、とても満足そう

しましたが、練習を重ねる度に豊かな感情をダンス、楽器演

活用させていただきます。

ただきました。どうもありが

でした。

きました。
（藤原）

小中学部ステージ発表 「雨ニモ負ケズ 宮沢賢治物語」

奏、書道パフォーマンス、セリフなど全ての場面で表現する
ことができるようになりました。

今後もよろしくお願いいた

とうございました。
（柳澤）

します。
（逢坂）

最後の練習では中学部 3 年
生から「みんな、すごく上手
になったと思う。学校祭では
燃え尽きるまで頑張りたい」

ん、本当にありがとうござい

小学部クラス発表 「海にいこう！」
‘あまちゃん’の曲にのって「海にいこう！」を行いまし
た。川の上流から泳いでくる（流れてくる）魚や流しそうめ

「がんばる！」と力強い宣言

ん器で泳いでいる魚も登場し

を胸に学校祭当日を迎えまし

て、小学部の児童も全員元気

た。

高等部２組のクラス発表に
足を運んでいただいた皆さ

にそろい、来場者の方も一緒

作品展示

ました。
（文責：水谷徳）

児童生徒達が日頃の学習で制作した作品を展示しました。
生徒がパソコンを使って描いた様々な作品や、生活単元学習
の時間に協力して作成した作品などを展示しました。
交流校の山崎小学校、野田生中学校、八雲高校からも作品
をお借りして、展示しました。

高等部３組クラス発表 「おいでよ！ひかり部屋」
古典「枕草子」を題材にし
た光遊びの教材の体験活動
を行いました。光の中、雨や

中学部 2 組の「鹿踊り」
、

になって、魚とりに熱中して

小学部 1 組の「星のダンス」

道内の病弱特別支援学校３校（函館五稜郭支援学校、札幌

楽しんでいました。とろみ絵

雪が舞うしかけはとても好

では会場から励ましの拍手を

山の手養護学校、本校）の児童生徒が制作した書道や写真、

の具のしおり作りやマーブリ

評で多くの来場者の方に「楽

頂き、最後の出演者紹介でも

絵画などの作品も合わせて展示しました。

ングのハガキ作り、波の音コ

しかった」と声をかけていた

大きな拍手を頂いたことで、

ーナーでは、たくさんの来場

ひとりひとりが役割をしっか

者の方が授業で取り組んでい

り果たした充実感を抱いてス

る活動を体験していました。

テージ発表を終えることがで

ご来場いただきましてありが

きました。
（文責：小原）

とうございました。
（水谷み）

作品によっては、気に入っ

だきました。

たものに投票していただきま

御来場いただいた皆さん、

した。多くの方に参加してい

お土産を受け取ってくれた

ただきありがとうございまし

皆さん、どうもありがとうご

た。
（塩本）

ざいました。
（荒井）

