
         

 

 

「役割」そして「認める」こと 

教頭 松浦 雅子  

 澄んだ青空と冷たい空気が冬の訪れを感じさせる季節となりました。早いも

ので、「平成」から「令和」に変わった２０１９年もあと一か月です。 

先月行われた「令和最初」の「のだとくフェスタ 2019」は、お天気にも恵

まれ大盛況となりました。多くの皆様の御協力に感謝いたします。 

話はかわりますが、本校では近年、学校教育目標に「自己有用感」を取り上

げています。「自己有用感」は、「人の役に立った」「人から感謝された」「人か

ら認められた」など、自分と他者（集団や社会）との関係の中で生まれる自己

に対する肯定的な評価です。 

国立教育政策研究所の生徒指導リーフによると、年少期に他の子どもと遊ぶ

ことを通して、「人とかかわることって楽しい」「人とかかわりたい」と感じ、

それが社会性の基礎となるそうです。そして、集団活動に進んで参加すること

で、「進んで参加できた」「自分から働きかけができた」「誰かの役に立つこと

ができた」という、集団の一員としての自信や誇りを獲得していきます。 

子どもたちは、「ほめて育てる」よりも「認められて育つ」方が、自信が持

続しやすいようです。子どもたちが「認められた」と感じるためには、「大人

の基準」でほめるのではなく、「子どもの基準」でほめることが大切です。 

「自己肯定感」を高めるための言葉にはいくつかありますが、その中でも特

に「自己有用感」を高める言葉は、「ありがとう」「助かった」「おかげさま」

の三つの言葉ではないかと私は思っています。 

年末年始をはさむ冬休みは、何かと

あわただしい時期となりますが、この

機会に、子どもたちの「お手伝い」を

見直してみませんか。「役割」は、自分

が役に立っているということを実感で

きる重要な手立てです。「お手伝い」が

できた時には、「ありがとう」「助かっ

た」「おかげさま」の言葉をぜひ使って

みてください。 
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＜１２月の予定＞ 
 ２日（月）全校研究会１３：４０下校 
４日（水）５日（木）発育計測 
６日（金）県駅伝大会（選抜メンバー） 
６日（金）ＡＬＴ  

１１日（水）部活動 
１６日（月）全校研究会１３：４０下校 
２３日（月）２学期終業式１１：３０下校 

 
         

１２月に入り朝晩が一気に冷えこんできました。それでも子ども達は元気にグラウンドや体
育館を走っています。年末に向けイベントも多くなる時期ですので、体調管理には、十分気をつ
けて楽しい冬休みを迎えられるように、心がけたいと思います。手洗い・うがいの励行、体調不
良時には受診やマスクの着用等の御家庭の御協力をよろしくお願いします。     

＜低学年・給食の様子＞ 
 

 

 
 
     １年生         

２年生             ３年生 
 
 
 
12月の主な予定  
１２月 ２日(月) 発育計測２・４・６年

生 
全校研究会１３:４０下校 

１２月１２日(木) ６年生東部小交流(本校) 

１２月 ３日(火) 発育計測１・３・５年
生 

１２月１３日(金) ５年生東部小交流 
(東部小) 

１２月 ５日(木) １年生東部小交流(本校) １２月１６日(月) 全校研究会１３:４０下校 

１２月 ６日(金) 発育計測車いす  
3 年生東部小交流 

(東部小) 

１２月１７日(火) 愛のメリークリスマス 

１２月２０日(金) 給食終了 

１２月１１日(水) 標準服採寸(在校生) １２月２３日(月) ２学期終業式１１：３０下校 

※１２月２４日から冬期休業に入ります。１月７日(火)が、３学期始業式１１:３０下校です。 

 

中学部 
  

 

   

 

 

 

１１月２１日に本校で行われ、日頃の作業を一緒
に行いました。慣れていない東部中生に見本を見せ
て優しく教えてあげる姿が見られ、「すごいうま
い！」「ありがとう」の声があがり、和気あいあいで
交流ができました。 

今年度の中学部の発表『とびだそう世界へ～音楽は私た

ちを呼んでいる。』はいかがだったでしょうか？３年生を中

心に全員の力を合わせてチームワークで頑張りました。この

絆(きずな)をさらに強くしながら、これからも中学部全員で

頑張っていきたいと思います。保護者の皆さまにはバザー等

たくさんの御協力をいただきありがとうございました。 



 

 

 

 

 
 
★１２月の高等部の主な予定★ 
＜２日(月)、１６日（月）研修会のため１３時４０分下校＞ 
１２月 ６日（金）東葛地区駅伝大会 予備日１３日（金） 
１２月１４日（土）千葉県清掃検定  

窓掃除（千葉市立高等特別支援学校） 
１２月１７日（火）愛のメリークリスマス 
１２月１８日（水）清水高校交流会 
１２月２３日（月）終業式 １１：３０下校  
＊部活動：１２月： ３日（火） ５日（木）１０日（火）１２日（木） 

１月：１４日（火）１６日（木）２１日（火）２３日（木）２８日（火） 
 

 

 

 

 

  
 インフルエンザや感染性胃腸炎の流行が心配な時期になりました。体調には十分 

注意をしてください。 

○37.5℃以上の発熱があった場合は御家庭に連絡します。 

（あくまでも目安です。個々の平熱に応じて個別に御相談します） 

○おう吐や下痢で汚れたしまった衣服等は洗わずにそのまま袋に入れて持ち帰らせます。 

（二次感染を防ぐためです） 

○せきが出る場合には、マスクの着用をお願いします。 

○出席停止の扱いは医師の診断に基づきます。回復して登校できるようになりましたら、「登校

許可書」もしくは「登校許可証明書」を持たせてください。用紙は全校保護者会で配布してい

ますが、必要な方は保健室までお知らせください。 

 

 

○夜更かしをせず、規則正しい生活をしましょう。  

○こまめな手洗いうがいを心がけてください。 

○散歩やジョギングなど、運動の機会を作りましょう。 

○健康診断の結果、むし歯の治療や視力の検査等が必要な方でまだ検査に行っていないお子さ

んはぜひ受診をしてください。 

○体調がすぐれない時は、人の多い場所は避けて、おうちで過ごすようにしてください。 

フェスタでは、たくさんの保護者のみなさまの御協力をい
ただき、ありがとうございました。今月は駅伝大会があり
ます。寒い中、全員が体つくりに励んでいます。体調管理
に気を付けていきましょう。 

◇オープニングいかがでしたか。「のだとく太鼓」では力強い音色をみんなで響かせるこ
とができ、「エイサー」では大きな声での掛け声や動きをそろえることができました。
練習の成果をご覧いただけたと思います。 

 
◇商店街では実行委員がガラポンを務め、店も大繁盛。ゲームも盛況でした。 
◇立て看板、門作成、全校ダンス、演目紹介の放送等は委員会で担い中心になってすすめ
ました。 

駅伝選手は６日、１３日

どちらも弁当持参です。 

いよいよ今年最後の月になりました。今年はどんな年
でしたか？日ごとに寒さが厳しくなっています。空気も
乾燥しています。こまめな手洗い・うがいを心がけて、風
邪を引かないように気をつけましょう。 
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給食だより 12月号 

 今年も、残すところ１か月となりました。寒さも一段と厳しさを増してきています。 

 空気も乾燥し、ノロウィルスやインフルエンザなどの感染症にかかりやすい時期でもあ

ります。冬を元気にすごすために、うがいや手洗いが大切です。御家庭でも、ノロウィル

スやインフルエンザへの予防対策について話し合ってみましょう。 

かぜに 

負けない 体づくりのための食事 

 かぜをひかないためには、栄養バランスの

よいものをしっかり食べることが大切です。 

 特に体を温め寒さに対する抵抗力を高め

るたんぱく質、免疫力を高めるビタミンＡ

や、コラーゲンの合成に役立ち感染症予防に

効果のあるビタミンＣが多い食べ物をしっ

かりとって、かぜに負けない体づくりをしま

しょう。 

冬至 
 冬至は、１年のうちで、もっとも昼が短く、夜がも

っとも長い日です。 

 冬至にはかぼちゃを食べ、ゆず湯に入ります。かぼ

ちゃを食べると中風（脳の血管の病気）やかぜの予防

になるといわれています。また、ゆず湯に入るとかぜ

をひかないともいわれています。 

今年の冬至は１２月２２日（日）です。 

体が温まるよ!!  
なべ料理のすすめ 

 なべ料理は、寄せなべや水炊きなどのほか、地

域に伝えられているものなど、さまざまな種類が

楽しめます。また、一般的に肉や魚、野菜などた

くさんの食材を使うことが多く、不足しがちな野

菜もたくさん食べることができます。 

なべ料理におすすめ野菜は、野田市が主な産地

の春菊とキャベツ、ほうれんそうです。 

 みんなで食べれば体だけでなく心もほかほか

に温まります。食卓になべ料理をぜひ取り入れま

しょう。 

 



 

 

 

  本校では「千葉県立特別支援学校における医療的ケアガイドライン」に基づいて、医療的

ケアを実施しています。医療的ケアを必要とする児童生徒のみなさんが、健康で安全に学校

生活を送ることができるように、一定の条件や可能な範囲の中で行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では以下のような体制で医療的ケアを実施しています。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医ケアコーディネーター 
・ケアが円滑に行われるよう、
校内の調整をします。 

・ケア実施のための研修の準
備や手続きをします。   

養護教諭 
・お子さんの健康状態やケアの
実施状況全般について把握し
ます。 

・緊急時には、看護師とともに対
応にあたります。 

 
 

看護師 
・医ケア実施教員とともに、ケアや健康観察にあたりま
す。 

・学習のめあてや内容を担任と共通理解するために、情
報交換を行います。 

・新規担当者への研修（講義・実技）を行います。 

主治医 
・学校で行うケアの指
示書を作成します。 

・学校からの実施報告
を受け承認します。 

指導医 
・新規実施教員の実技研修の見極めを行います。 
・医ケア体制、実施状況について学校に助言しま
す。 

 

保護者 
・お子さんの体調を管理
し、記録を取ります。 

・ケアに必要な物品の準
備をします。 

・教員の研修に協力をし
ます。 

一定の条件というのは？ 

①医療的ケアが日常的に、長期的に行われてい
ること。 

②児童生徒の体調が安定していること。 
③主治医の指示と許可がもらえること。 
④保護者からの依頼があって、手続きや研修に
協力が得られること。 

⑤看護師からの指導や助言が受けられる体制に
なっていること。 

⑥個別のマニュアルの作成や実施記録の記入、
緊急時の対応の確認など。 
健康で安全な医療的ケアが実施できる体制に
なっていること。 等 

可能な範囲というのは？ 

 千葉県教育委員会の定め

る「千葉県立特別支援学校

における医療的ケアガイ

ドライン」の中に「医療的

ケアの内容と実施者」につ

いて示されています。 

 これをもとに各学校の状

況を考慮しながら実施に

ついて検討されます。 

安心・安全なケア

で、楽しく充実した 

学校生活を！ 

医ケア実施教員 
・看護師と一緒にケアや健
康観察にあたります。 

・保護者と毎朝、健康観察
や物品の確認をします。 

・学習活動を考える際に、
必要に応じて看護師に
相談し協力を得ます。 
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日 曜 下校 行事予定 日 曜 下校 行事予定

1 日 16 月 13:40

１３：４０下校
※授業研究会のため

2 月 13:40

発育計測（小学部２・４・６年）
１３：４０下校

※授業研究会のため 17 火 14:40

愛のメリークリスマス

3 火 14:40

ＰＴＡ役員会
発育計測（小学部１・３・５年）

18 水 14:40

（高等部）清水高校交流

4 水 14:40

発育計測（中学部）

19 木 14:40

大掃除

5 木 14:40

発育計測（車いす利用者）

小学部１年東部小交流（本校）
20 金 14:40

給食終了

ふれあい広場

6 金 14:40

（中学部・高等部）東葛地区駅伝大会

小学部３年東部小交流（東部小）

ふれあい広場 21 土

7 土 22 日

8 日 23 月 11:30

２学期終業式　１１：３０下校

9 月 14:40

発育計測（高等部）

24 火 冬季休業

10 火 14:40

（中学部）PTAベルマーク作業

25 水

11 水 14:40

（高等部）野田看護学校出前授業
（本校）

標準服採寸（在校生）
PTA施設見学会

26 木

12 木 14:40

小学部６年東部小交流（本校）

27 金

13 金 14:40

小学部５年東部小交流（東部小）
（中・高）駅伝大会予備日

28 土

14 土

清掃検定

29 日

15 日 30 月

31 火

１２月行事予定 　　　　　高等部部活　　　　　中学部部活



 

 日 曜 下校 行事予定 日 曜 下校 行事予定

1 水 元旦 16 木 14:40

授業参観～１８日
（小学部２年）歯科指導

2 木 17 金 14:40

授業参観

3 金 18 土 14:40

土曜参観日・学校公開

4 土 19 日

5 日 20 月 振替休業日

6 月 21 火 14:40

7 火 11:30

３学期始業式１１：３０下校

22 水 14:40

8 水 14:40

給食開始
通常日課開始

発育計測（小学部２・４・６年） 23 木 14:40

9 木 14:40

発育計測（小学部１・３・５年）
全校集会

24 金 14:40

生徒会役員選挙

10 金 14:40

発育計測（中学部）
（中学部・高等部）選挙管理委員会
出前授業

スマホ・ケータイ安全教室

25 土

11 土

冬季同窓会（成人を祝う会）

26 日

12 日 27 月 14:40

13 月 成人の日 28 火 14:40

14 火 14:40

PTA役員会
発育計測（高等部）

29 水 14:40

全校集会

15 水 14:40

発育計測（車いす利用者）

30 木 14:40

31 金 14:40

漢字検定

１月行事予定 　　　　　高等部部活　　　　　中学部部活


