
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 21日(金)、「風～る わっかない」において、令和元年度の第 1回特別支援教育支援員研
修会が開催されました。 
例年稚内市の支援員さんと担当教諭対象に行っていた研修を昨年度より、稚内市教育研究所

と宗谷教育研修センターが共催で広く管内にも呼びかけ実施しています。管内の各町村にもた
くさんの支援員さんがいて、様々な悩みや困難を抱えている子ども達の指導にあたっています。
今年度第 1回は、稚内市教育相談所 本間 正博 所長に「発達障害の子どの理解と支援につい

て」という題で講話を頂き、その後、４つのグループに分かれて「子
ども理解と現状や課題」について話し合いを行いました。 
本間先生の講話では、子ども理解のポイントは ①気づく ②理解する 

③支援する（寄り添う）であり、この３つのポイントをより具体的にわかり 
やすくお話して下さいました。 
また、グループ協議では支援員さんの日頃の悩みや課題を交流し、経験者からのアドバイスな
ど、時間がまだまだ足りないくらい熱心に行われました。交流終了のお知らせに皆さんの目は
もっと話したい、知りたいことはたくさんあると訴えていました。今回の研修には、猿払村や
礼文町からも参加がありました。これからの子どもたちの未来のためにどうしたらいいのか考
え、先生、支援員の皆さんが日々、一人一人の子どもたちと向き合っていることがよくわかり
ました。次回は 12月を予定しています。 

 

 

 

 

＊本間先生の講話はポイントをしぼっていただき、大変わかりやすかった
です。気付く、理解する、支援する、この３つをセットに子どもに向き合っ
ていきたいと思います。 
司会者が話された「未来を考えさせること」「すんでしまった過去はふり

かえらない」を胸にとめておきたいと思います。(・個人的に相談所に相談
にうかがいたいです。) 
 

＊入学前の発達を見極めるために、５才児健診が必要であるということ

が、とても興味深かったです。気づき、理解し支援するために、学校、福

祉、医療のつながりと協力が必要であると改めて実感しました。 

グループ交流では、他校の支援員さんと指導や連携で困っている事を報
告し合いました。日頃、担当学年の先生との連携は取れていても、校内の
支援対象児の情報や関わり方など支援員との情報交流が不足している感じ
がしていました。支援員も、チームの仲間として情報を得ることができる
ことを知り、先生方とのコミュニケーションと連携を通して、子供達と関
わっていきたいと思いました。有意義な研修会に参加させて頂きありがと
うございました。 

(・今回の研修は、発表もなくとても参加しやすかったです。今後もこのような形をとって頂けるとうれしいです。 
・先生と支援員、親との連携で成果を得た、具体的な事例報告なども聞いてみたいです。） 
 

＊講話がとても参考になりました。もう少し聞きたかったです。得意なことを探して声かけしてみたいです。落書
き、お気に入りの石、じょうぎ、こだわりのある物、気になっている物や行動に何かサインがあるかな?ともう一歩ふ
みこんでみようかなとも思いました。 

＊稚内市の支援員の先生方の日常の話をたくさん聞くことができて勉強になりました。市内の小学校で活躍する先生
方から、市内にいる気になる子の実態、子ども理解を仮に行いながら、日々、仮説を立てながら、実践している話を聞
くことができました。経験が長い先生が多く、納得できる対応をきいて、自分の指導にも生かせるだろうと思います。
市内校で気になる子の数も支援員の数も多く、色々なジャンルの話をきくことができました。 
また、市内校の教職員との連携、校内体制づくりなどもしっかりしていて、自校の参考にしていきたいと思いました。 
＊小さいうちから子どもの発達を見守っていくことを充実されていくことで、子どもたちや保護者が安心して、子ど

もの成長を見守っていけると感じました。支援が必要な子が増えている中、学校に一人でがんばっている支援員さんは
本当に大変だと思います。今後、人数が増えるとよいと思いました。(・５才児健診の実現をお願いしたいです。) 

 
＊中学校の先生方からアドバイスをいただけて嬉しかったです。具体的な例や先生からの視点も教えていただけて

勉強になりました。自分がつとめている学校の先生とはまた違った面でとらえ、アドバイスをしてくれたのもよかった
です。 
 
＊グループ討議で設定(課題)されても尚、時間足らず。せめて全体的に 30分は増やしていただきたいです。 

本間先生の、継続的な講義をしていただきたいです。 
他町村関係にも広がり、支援員の存在価値・役割の広がりがうれしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階 級 優 勝 

団体戦 稚内南中学校 

 

個人戦 

48kg級 野田 悠陽(中頓別) 

52kg級 菊地 さくら(豊富) 

57kg級 鹿島 希実(歌登) 

63kg級 半澤 優愛(浜頓別) 

70kg級超 三上 凪(稚内南) 

階 級 優 勝 

団体戦 稚内南中学校 

 

 

個人戦 

50kg級 安藤雫(歌登) 

55kg級 吉田 吏玖(稚内南) 

60kg級 村上優空(歌登) 

66㎏級 鈴木岳精(豊富) 

73㎏級 佐藤健一(稚内南) 

 81㎏級 杉山春樹(稚内東) 

 90㎏級超 熊木 弘実(稚内南) 

月日 学年 学校 備考  

11月 20日(水) 小 5算数 東小 学力向上公開  

11月 22日(金) 中 1音楽 宗谷中 稚教研  

11月 22日(金) 中 2道徳 宗谷中 稚教研  

11月 22日(金) 中 3社会 宗谷中 稚教研  

11月 22日(金) 未定 大岬小 稚教研 1から 2学級 

11月 22日(金) 小 3･4 国 富磯小 稚教研  

11月 22日(金) 小 1･2 国 宗谷小 稚教研  

11月 22日(金) 小 5･6 国 宗谷小 稚教研  

11月 25日(月) 小特支 東小 学力向上公開  

11月未定 未定 声問小 指導主事訪問  

12月上旬 小 6国語 富磯小 指導主事訪問  

12月 2日(月) 理科 増幌小中   

12月 12日(木) 社会 増幌小中   

2月 4日(火) 2･4･6･特 南小 南教研 国語･算数 

2月 7日(金) 中 数学 増幌中   

月日 学年 学校 備考  

6月 11日(火) 中 1英語 南中 指導主事訪問  

6月 21日(金) 小 3算数 潮小 指導主事訪問  

7月 4日(木) 小 3･4 国 増幌小 指導主事訪問  

7月 19日(金) 中 3数学 稚内中  2次方程式 

7月 22日(月) 中 3道徳 南中 道徳推進 公徳心 

9月 12日(木) 小 5･6 年 増幌小   

9月 30日(月) 中 3特支 増幌中   

10月31日(木) 小全学級 大岬小 保小中交流  

11月 6日(水) 中 社会 稚内中 北地区授業研  

11月14日(木) 小 6 国 or 算 中央小   

11月18日(月) 国語 増幌小中   

11月19日(火) 小 未定 潮小 小中研  

11月20日(水) 小 1算数 南小 全校研  

11月20日(水) 小 1国語 東小 学力向上公開 うみへのながいたび 

11月20日(水) 小 4算数 東小 学力向上公開 垂直と平行 

稚内市教育研究所 
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研修会参加者の感想を一部紹介

します

 

第 4２回宗谷地区中学校柔道大会 
《 男 子 》 

《 女 子 》 
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