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メール送信先

　愛知県立名古屋特別支援学校 特別支援

　本校卒業生の成人を祝う会

成人式 １２年間ともにすごした仲間 地域交流

　平成２９年１０月２１日（土）

　愛知県立名古屋特別支援学校　体育館

info@aichikoupren.org

　午前１０時～１２時

　新成人（卒業生）、新成人保護者、来賓、お世話になった先生、PTA保護者　　計１５０名

　１．市町村の成人式はバリアフリーでないことが多いが、本校での式典なら安心して参加できる。

　２．成人の日を迎えられた事を、たくさんの人で祝ってあげたい。

　３．小学部、中学部、高等部のＰＴＡ保護者が、協力することで、縦のつながりや親睦を深められ
る。

　明るい笑顔で迎える。

　ＰＴＡ成人委員会・ＰＴＡ執行部

高Ｐ連受付番号

市町村から成人

式の招待状がきた

けど、うちの子参

加できるの？ 

友達はこの地域

にはいないし・・・ 

市町村の成人式、

会場は２階にある

のにエレベータが

ないし・・・ 

お世話になった先生

たちにも、元気に成人

できたわが子に会っ

てほしい！ 

本校は学区が、広い範囲にわたっているため、市町村の成人

のくくりには馴染みません。そして、車いすでの参加は難し

いため、２６年前から卒業生の成人式を、ＰＴＡで祝うとい

う活動が定着しました。また、５年前には内容を刷新し、企

画段階から学校の部主事の先生にも参加してもらい、学校と

ＰＴＡが連携・協力して準備を行っています！ 

前日準備や、当日のお手伝いは、ＰＴＡ役員以外保護者も集

い、みんなで新成人をお祝いしています。 

本年度の成人を祝う会 

受付ではＰＴＡのお

母さんたちが新成

人を温かく迎え、

赤いお花をつけて

会場に向かいます。 

振袖や袴で着飾った成人のみなさん。

ちょっと緊張気味かな？ 

第一部 式典 

みんな最高の笑顔を

見せてくれました！ 

先生たちのバンドグループ！転

勤しても、この日だけは駆けつけ

くれます！みんな、ノリノリです！ 

茶話会のケーキと

お土産も作業所の

仲間の手作りです。 

長い間続けている成人を祝う会。 

式典には、県・市議会議員、青い鳥医療療育セ

ンター長、元校長、同窓会長、元ＰＴＡ会長など、

多数の来賓の方々がお祝いに来てくれます。 

これからも、私達ＰＴＡは、卒業生の成人の日を

お祝いしていきたいと思います。 

そして、あなたたちは愛されているということを 

伝えていきたいです。 

ＰＴＡより記念品贈呈 

第二部 茶話会 

記念品 千社札 フォトフレーム 

毎年、卒業生が働いている作業

所の仲間に依頼しています。 

手作りの花道を通っ

て、新成人の退場で

本校の成人を祝う会

はこんな感じで始まり

ました！ 
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1 2 3 4 5
あいさつ 音楽（歌） ドラえもん 本当 楽しい
遊ぶ ニュース 川 オカマ 漢字
先生（教える） 電車 栄 いつ 赤ちゃん
一緒 ダンス 算数 TV
はずかしい 　
   ・    ・    ・    ・    ・
   ・    ・    ・    ・    ・
   ・    ・    ・    ・    ・

メール送信先 h

10時00分　～　11時30分　（1時間30分）

PTA会員

＜第1回　手話講習会　6月30日（金）＞

　昨年度に引き続き、聞こえにくい保護者数名に講
師をお願いして行いました。
　小学部の聞こえにくい保護者が中心となり、内容
も積極的に考えてくれました。

　第1回の内容は、「数字を使った手話」と「伝言
ゲーム」です。「数字を使った手話」とは、例えば、１
だったら「あいさつ」「遊ぶ」「先生」「一緒」など、「１」
（人差し指）を使った言葉を思い付いたら挙手をし
て、講師の方に当ててもらい、発言していきました
（＊表）。意外にたくさんの解答が出て活気あるもの
となり、大変盛り上がりました。

・聞こえにくい保護者を講師にすることにより、聞こえない世界を知り、理解を深める。
・子どもとのコミュニケーション力を高める。

参加型にして、受け身でなく、体験しながら楽しむ。

PTA研修委員会
講師：聞こえにくい保護者数名

　　「伝言ゲーム」は、あらかじめ会議室に入って受付
した際にもらうお菓子に付いているシールの色に分
かれて5～6人のグループになり、前に並び、一人以
外はお題が見えないように整列し、お題を確認した人
は、後ろを向いている人の肩をたたき、声を出さず
に、口も動かさずに分かる範囲の手話で相手に伝
え、それをそのまま次の人に伝えていくというゲーム
です。そのお題というのが、文章ですが、「千種聾学
校の教頭先生は、実は、女です。」など、見ている人
も楽しくしてくれていました。

＜第2回　手話講習会　10月6日（金）＞

　第2回は、幼稚部の聞こえにくい保護者数名が中心
となって内容を考えてくれました。
　この日の内容は、「聾あるある」です。講師の方が、
家の中、運転中、映画館など、いろいろな場面での健
聴者と聾者のちがいを劇にして教えてくれました。講
師の方の演技が素晴らしく、今の劇の中で何が問題
かを参加者に尋ねられましたが、わりとすぐに発見す
ることができました。普段、聞こえる保護者にとって
は、どこで子どもが困っているか、マナーが守れてい
ないか、気付くことができました。

　その日限りの知り合い同士ではないグ
ループなのも新鮮ですし、何より、いかに
相手に伝わるか、参加者の必死さも伝わ
り、みんなが笑顔になりました。この機会
に自然と保護者の交流ができているのも
よかったです。

愛知県立千種聾学校 特別支援

手話講習会

コミュニケーション 参加型の講習会 保護者が講師

第1回：平成29年6月30日（金）　　　　　　第2回：平成29年10月6日（金）

千種聾学校　会議室

高Ｐ連受付番号
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愛知県立名古屋盲学校 特別支援

繋がり合いを大切にし、発進力のある「打って出る盲学校」としてのＰＴＡ活動

繋がり マスコットキャラクター ＰＲ活動

平成29年11月11日

本校

info@aichikoupren.org

８時から１５時

ＰＴＡ会員、幼児児童生徒

　「幼児児童生徒、ＰＴＡ会員、教職員が協力し合って学校行事を盛り上げたい」「地域の方に名古
屋盲学校を知ってもらいたい」という思いを実現するために、繋がりを大切にしたＰＴＡ活動を通して
啓発活動をする。

①横の繋がりと縦の繋がりを意識した各活動
　 学年、所属部の枠を超えて会員を招集し、事前準備から始まり、活動する。
②本校のマスコットキャラクター「ナーモ」の活用
　 文化祭（コーナー企画）で登場し、ＰＴＡ会員とともに盲学校のＰＲ活動をする。
③ポケットティッシュの配布
   視覚障害者への配慮事項を添えたメッセージをポケットティッシュに同封し配布する。

ＰＴＡ執行部、総務委員会

・ 昨年度、近藤産興（株）から着

ぐるみを寄贈していただきました。

保護者が、ほっぺ、口、目を改良

し、服を作り、本校のマスコット

キャラクター「ナーモ」が完成しまし

た。服の色は校章のカラーである

「緑」にしました。 

・ 子どもたちと触れ合うことがで

きるマスコットキャラクターが「ナー

モ」。  文化祭で、登場する「ナー

モ」は、子どもたちの人気者になり

ました。 

 ＰＴＡで、文化祭や振甫中との清掃活動の朝などに、

キャラクターとメッセージカードが入ったポケットティッシュ

を配布して、盲学校のＰＲ活動も行いました。 

文化祭の模擬店 

おにぎり屋さん 

豚汁屋さん 

具だくさんの豚汁を作って、３００食近く販売しました。 

販売の時に、ナーモもお客さん対応で活躍してくれました。 

文化祭を終えて 

  ＰＴＡ総務委員会を中心に、幼児児童生徒が楽しめる文化祭になるように、大勢のＰＴＡの方が事前準

備、仕入れから当日の調理、販売まで協力し合って模擬店をだすことができ、文化祭も盛大に終えるこ

とができました。今後も、名古屋盲学校をＰＲしたり、盛り上げていったりできるるように活動したいと思い

ます。 

・材料の買い出しから、仕

込み、チケット作り、 

販売とＰＴＡの方で協力し

て行いました。 

・幼児児童生徒のために、

学校のためにと大勢の協

力のもと活動しました。 

 名古屋盲学校をもっとＰＲしていこうと、執

行部が活動を始めました。 

ポケットティッシュのデザイン 

学校キャラクター「ナーモ」 

学校ＰＲ活動 

  幼・小、中、高等部の全保護者が４つの委員会に所属して、学部を超えた保護

者が横の繋がりと縦の繋がりを大切にして、一緒に協力し合ってＰＴＡ活動をして

います。総ＰＴＡ務委員会が企画して、多くの保護者の協力を得て運営しました。 

・今年は初めて「ほっともっと」から、おにぎり弁当を仕入れて、おに

ぎり１個入弁当、２個入弁当を販売しました。 

・事前販売だけでなく、当日販売分も完売でした。 

・販売用のチケット作りなど、みんなで協力して準備しました。 

mailto:info@aichikoupren.org

