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本日の出席率７６.７４％：会員数４８名・出席２９名・欠席１０名・出席規定免除会員（９）４名・ビジター０名

前々回の修正出席率９３.０２％：出席３０名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席５名

　今月は青少年奉仕月間です。

本日は溝上青少年奉仕委員長の

企画で、 佐世保特別支援学校の

先生に卓話をお願いしておりま

す。 我々も５年前から支援学校の

生徒さんとはダンス部演舞会を企

画して参加してもらっていますので

ご存知かと思いますので、 あの子

供たちを思い出しながらお話をお聞きしたいと思います。

　さて、 ５月の連休はどのようにお過ごしでしたでしょうか。 佐世

保島原ウォークラリーにはスタッフとしてボランティア活動をされ

た方や、 競技者として参加された方もいらっしゃると聞きました。

ウォークラリーに携われた皆さんお疲れさまでした。

　連休明けて平常の仕事に戻ったわけですが、 佐世保の基幹

産業が苦戦しているなどの報道が聞かれます。 仕事もロータリー

活動も笑顔でポジティブに突き進んで行く事を心掛けたいもの

です。
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岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日　青少年奉仕委員担当で、 県立佐世保特別支援学校

高等部主事福田賢吾先生にお越し頂いております。 学校の

取り組みや私たちが出来る奉仕についてお考え頂ければと

思います。

溝上 純一郎君
本日は青少年委員会の担当です。 長崎県立佐世保特別支

援学校高等部主事 福田賢吾先生の卓話です。 よろしくお願

いします。

岡田 文俊君
この度、 島瀬町の自治会長を拝命しました、 指山上京町会

長の指導の下、 頑張ります。 色々、 教えてください。

崎山 信幸君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 妻も大変喜んで

おりました。 　

香月 章彦君
５月３～４日にかけて、 「第７回佐世保島原ウルトラウォークラ

リー」 に夫婦で参加しました。 睡魔と両足にできたマメとの戦

いの末、 時間をかけてしまいましたがなんとか５回目の完歩、

嫁は３回目の完歩を達成できました。 吉野君、井手君、岡君、

馬渡君 （その他にいたらごめんなさい） スタッフのお仕事お

疲れ様でした。 ありがとうございました。

１．例会変更・休会　
　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　　日時　５月２２日 （火） １８：３０～

　　　　　場所　ステーキＮＯＢＥ　　※夜例会のため

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・５月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝10８円

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ 青少年奉仕月間リソースのご案内、 出版物一覧　　　　

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　　①2017-2018 年度 ガバナー月信 Vol.11

　　　　　　　②2017-2018 年度 バギオだより　2018 年 5 月号

　　■ガバナーエレクト事務所
　　　 ・ クラブ米山記念奨学委員長セミナー開催のご案内

      　　　　　日時　５月２７日(日)　１３：００～受付

     　　　　　 場所　東彼杵町総合会館

３．依頼・伝達
　　　 ・ 本日は青少年奉仕委員会の担当で、 長崎県立佐世保　

　　　　 特別支援学校高等部主事　福田賢吾様です。 学校の　

　　　　 取組と私たちが出来る奉仕についてお考え頂ければと思      

          います。

　　　 ・ 今週１２日土曜日ＩＭ参加者は、 国際大学で１３時３０分

　　　　 受付開始ですので、 お食事を済ませてお時間に御集合

　　　　 をお願い致します。

　　　 ・ まだ朝晩は肌寒いですが、 クールビズに入りました。

　　　　ノーネクタイで出席可能です。
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本日の合計　　　　     12,000 円

本年度の累計　　　  1,008,018 円

＜佐世保特別支援学校の紹介＞

　本校は、 昭和５３年４月に佐世保養護学校 （知的障害教育校）

として佐世保市竹辺町に開校しました。 平成１９年に野崎養護

佐世保特別支援学校　
知的障害教育部門
高等部主事　福田賢吾 様　

嫁は３回目の完歩を達成できました。 吉野君、井手君、岡君、

馬渡君 （その他にいたらごめんなさい） スタッフのお仕事お

疲れ様でした。 ありがとうございました。

　途中、 リアル又はＷｅｂで応援下さった皆様、 ありがとうござ

いました。 勢いで 「行橋別府１００キロウォーク」 にエントリー

しようと思いましたが、 日程が北高周年行事と重なってました

ので、エントリーを諦めます。 来年の 「第８回」 へのエントリー

を 「どうしようかなぁ」 と思いながら、 ニコニコします。 あっ、

芥川君Ｖ２＆記録更新おめでとうございます。

岡 光正君
皆様、 今晩は！５月３・４日に開催しました、 「第７回佐世保

島原ウルトラウォークラリー」 に参加されました、 香月ご夫婦

並びに芥川君完歩おめでとうございます！また、 昨日　映画

「坂道のアポロン」 の 「黒島」 での上映会の告知にＮＢＣの

「あっぷる」 に９０秒生出演させて頂きました。 その影響かは

わかりませんが、 遠くは 「東京」 から申し込みがありました。

皆様方のご協力に感謝すると共に、 悪天候の中、 上映会の

現地調査に行って頂きました、 野村会員にも深く感謝しまう。

前夜祭の布団が後１枚残っていますので、 私、 岡までご連

絡ください。

芥川 圭一郎君
無事に、 島原まで完歩することが出来ました。 実行委員会

の皆様、 ご支援ありがとうございました。

馬渡 圭一君
香月さん、 芥川さん、 ウルトラウォークラリー完歩本当におめ

でとうございました。 岡さん、 井手さん、 吉野さん、 裏方の

仕事大変お疲れ様でした。 来年は、 皆さんの足を引っ張ら

ないようにがんばります。

　　　　佐世保特別支援学校の紹介
～知的障害教育部門高等部の
　　　　　　教育活動と進路指導を中心に～

学校が廃校になり、 その年の４月から、 知的障害と肢体不自由

の併置校として、 総合化されました。 今年は、 開校から４１年目

になります。 その間、 平成２２年４月に、 県立北松農業高校内

に高等部北松分教室が、 平成２５年４月に、 県立上五島高校

内に高等部上五島分教室がそれぞれ開設されました。

　現在、 本校と分教室の児童生徒数は合わせて２６２名、 職員

数は１６１名です。

＜高等部の教育活動＞

　高等部の教育目標は、 「一人一人の個性や能力を最大限に

生かし、 心身の発達の調和を図るとともに、 より豊かな社会生活

を営む上で、 必要な知識・技能・態度を身に付け、 自ら考え

主体的に活動する生徒を育てる。」 です。 　　

高等部では、 家庭生活、 職業生活、 社会生活に必要な知識、

技能、態度などの指導を中心とし、農業、ライフデザイン、洗車・

清掃、 手工芸、 作業基礎の作業学習を実施し、 特に職業教

育の充実を図っています。

　平成２９年度の本校知的障害教育部門高等部の企業就労は、

卒業生５５名中２２名 （４０％） でした。

　授業は、 毎日１校時に体力づくりを行っています。 これは、 仕

事をする上で、 健康・体力が必要と考え時間割に位置づけて

います。 また、「職業」という教科では、「仕事のルールやマナー」

「あいさつや身だしなみ」 「困ったときの対応」 「給料と生活費」

など多岐に渡って学習します。 作業学習は、 火曜日の午前と金

曜日の午前と午後に行っています。 作業活動を計画的に継続し

て行うことを通して、 充実感、 達成感、 自己肯定感などを育み、

卒業後の福祉的就労や一般就労など多様な社会参加の場で、

生徒一人一人が生き生きと生活するために、 必要な意欲や態

度を培い、 人間関係の形成を図り、 安全への配慮や基本的な

道具の扱いなどを知り、 日常生活でも活用できる力を身に付け

ることなどをねらっています。

　作業学習の目標は①働くことの喜びを知り、 進んで仕事に参

加する。 （体力・素直さ）②自分の分担に責任をもち、 他の者と

協力して最後までやり遂げる。 （丁寧さ、 スピード、 持続力、 集

中力、 判断力、 協調性）③指示を素直に聞き入れ、 行動に移

すことができる。 （指示理解、 素直さ、 判断力）④時と場に応じ

た挨拶・返事・報告をする力を身に付ける。 （判断力、挨拶・返事・

報告）⑤作業に使う道具、 機械などの名称、 操作の仕方を知り

安全に正しく扱う。 （安全） の５つを目標に上げて取り組んでい

ます。

高等部の行事の一つに現場実習があります。 現場実習の目的

は、 「実習をとおして、 就労するために必要な知識・技能・態

度など、 『働く力』 をつけること」 です。 ホンモノの現場でホン

モノの仕事を経験することが必要と考えます。 学校で学習したこ

と、 数学や国語、 体育、 日常生活の指導、 作業学習、 生活

単元学習などの全ての教育活動の集大成と考えています。 現

場実習に行くと必ず課題が出てきます。 全てがうまくいくというこ

とはありません。 その課題は、 学校の学習で焦点化して勉強を

していき克服していこうと考えています。 そして、 この現場実習

を通して雇用が決まっていきます。 １年生は 『知る』 というテー

マで６月に校内実習２週間、１１月に現場実習 （一つの企業に５、

６人のグループで実習）を２週間実施します。 ２年生は、『広げる』

というテーマで、６月に２週間、１１月に２週間、一人一つの企業・

福祉事業所で実習をします。 ３年生は『決める』というテーマで、
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ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／５月２４日１２：３０～

６月に３週間、 １１月に３週間実習を行います。 現場実習が終わ

りましたら、 しっかり振り返りをします。 実習中、 本校職員が実

習の様子を写真や動画で記録し、 自分が良かったところや課題

になったところをしっかり見つめます。 課題になったところは、 今

後の学校生活の課題としていつも目に付くところに掲示し意識す

ることで改善するように努めます。 事後学習で実習の振り返りを

して、 その成果を 「現場実習報告会」 で披露します。 高等部

生徒、 保護者、 教師全員の前で、 実習先、 仕事内容、 良かっ

たところ、 課題になったところ、 これから頑張ること、 将来の希

望などを発表します。 生徒は、 発表する内容を暗記して緊張し

ながらも発表します。 後輩からは、 疑問に思ったことなどを質問

することで活発に報告会が行われます。 この報告会を実施する

ことで、 次の現場実習先の希望選択の参考にもつながっていま

す。

< これからの高等部>

平成３１年度から２年、 ３年にコース制を導入します。 「職業コー

ス」 「総合コース」 「生活コース」 の３つのコースを開設します。

県北の子供たちの 「働ける人になりたい」 という希望に応えられ

る教育活動の実現と、 より一層、 個に応じた将来の自立と社会

参加と自分らしい豊かな人生づくりにつながる教育を充実してい

きます。

最後に、 子供たちの夢をかなえてくださる協力企業を募集して

います。 詳しくは、 配付したリーフレットをご覧ください。

今後も地域とつながる学校づくりを目指していきます。 本日は、

このような機会を設けてくださりありがとうございました。
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