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1 学期が終わります。
4 月 7 日に開校した本校も 4 か月が経過し、無事に 1 学期を終了することができました。終業
式のあいさつでも伝えました。校長の話の一部を掲載します。
これまでと全く違う、新しい学校、先生、クラスメイトと出会い、戸惑いもある中、皆さん
一人一人が、毎日の生活や勉強を日々積み重ねて取り組んできたことで、たくましく成長して
くれたことをうれしく思います。
朝の登校時の様子で感じたことを話しますね。入り口が、二つある那覇みらいでは登校して
教室に行くのもなかなか大変だったと思います。でも、今では、一人で自分の教室に移動でき
るようになった人、私のことを見て、声に出したり、ビックマックを使ったりしてあいさつを
してくれる人が増えました。新しい環境になれること大変だったと思いますが、皆さんにとっ
て大きな学びになったと思います。
また、高等部の皆さんは、新たな環境の中、特に３年生は、３月卒業に向けて進路選択に向
けての現場実習を行いましたね。企業や事業所、校内での実習、それぞれの場所で一人一人
が、卒業後の生活を見据えて真剣に取り組む姿が凛々しくかっこよかった、そして素晴らしか
ったです。
日々の子供たちの成長は、3 分の校長の話で伝えきるには、とても時間が足りませんでした。校
長の話では触れられませんでしたが、高等部 1 年の生徒が下校時に「ゆかり校長、さようなら、明
日もまたがんばりましょう」と声をかけてくれました。新しい環境の中で、このような言葉をかけ
てくれる生徒をはじめ、すべての子供たちに私自身も励まされて、1 学期を終えることができまし
た。
先生方も新しい環境の中で、本校の施設や地域資源を活用した学習を展開したこと、
「何を学ば
せるか」「何ができるようになるか」を意識しながら取り組んでいました。
今日もらう通知表には、1 学期の学習や成長の様子が記載されています。今日はお子さんと 1 学
期を振り返り、「ここがよかった！とほめる」「頑張ったところは？」「次はどうしたい」等やりと
りをする時間をつくっていただくようお願いします。
42 日間の長い夏休み、子供たちには、日頃できないことへの挑戦や家庭でお手伝いを行い、安
全に気を付けるよう伝えました。
1 学期間、保護者の皆様の御協力に感謝いたします。ありがとうございました。

平和学習：高等部：平和資料館に行ってきました
今年の平和学習は、①幸せに生きるために自分自身が取るべき行動を確認する、②沖縄の置かれ

的ケア室

た特殊な状況を理解する、③全世界の平安を希求する、という目的のもと、６月１日(水)〜７月１
日(金) の 1 ヶ月間、学校全体で取り組みました。その中でも高等部の平和学習の様子についてお伝
えします。
今年の高等部の校外平和学習は糸満市摩文仁の平和祈念公園で行い、これからも続く人生が良い
ものになるように、私たちの暮らすこの世界の「過去・現在・未来」や「良い点・改善点」を発見さ
せたいと考え、企画・実施した。
小雨が降る中、生徒たちは各のバスに乗車、コロナ禍で校外学習が減っていたため、特別な時間
の始まりに興奮気味の様子。
平和祈念資料館に到着すると、まずは平和の礎や周辺の散策を開始。ある生徒は、教師から「同じ
名字だね」と知らされた戦没者の名前を指で何度もなぞっていた。ほとんどの生徒たちは、目の前
に広がる糸満の深い青の海を眺めて嘆息していた。ここに身を投げた人たちがいることを告げると、
あらためて深いため息をついていた。ある男子グループは平和の礎とは反対側の沖縄平和祈念堂ま
で見学に行っていた。
事前学習ではそれぞれの学年が「ミッション」を生徒
に課し、楽しく、でもしっかりと平和学習ができるよう
に工夫をしていた。３学年のミッションは、①平和の礎
にある戦没者名の中の自分と同じ苗字を見つけてくる、
②戦跡を回り写真を撮ってくる、③自動販売機等で買い
物をする、というものをグループで取り組んだ。雨ということもあり、ミッシ
ョンを完了できないグループも多かったが、傘をシェアし多少濡れながらも全
てのミッションをクリアするグループもあった。
ほとんど全員が資料館を見学することができた。雨が強くなると、多くの生
徒が資料館に入ってきた。資料館入り口にある地中に埋まった不発弾に生徒た
ちは釘付けで、ある女子一人はガラスの上に座り込んで動かずずっと見つめて
いた。ある生徒は、興味津々で動画を最初から最後まで視聴し、記名帳を職員と
一緒にめくり続け、戦後の町を再現したコーナーでは全てのマネキンに握手し
て回っていた。いちばん最後にバスに乗り込んだ２年生の男子二人は、集合時間
ギリギリまで資料をじっくり読み込んでいた（帰校後も持ち帰ったパンフレッ
トを熱心に眺めていた）
。
肢体不自由エリアの生徒は事後学習で、資料館や糸満の海について言及していた。
「目の前の海は
きれいで感動した。だけど、昔のこの海は悲惨なものだったのだと思うと、複雑な気持ちになる。資
料館の展示を見ると、平和の大切さを改めて感じた」
「（県外から引っ越しをしてきた）私は、こうい
うものが見たかった。沖縄のことを全然知らないから。また行きたい」。生徒一人一人が、それぞれ
の視点で、
「平和」を考えるきっかけとなった学習になったと思う。（高等部

屋嘉比）

みんな大好き❕

読み聞かせ

5 月 14 日から毎週木曜日午前中に村吉和枝さんに本校に来校い
ただき、小学部の児童向けに読み聞かせを行っていただいていま
す。村吉さんは、沖縄盲学校の前校長先生で、那覇みらいの開校に
向けての準備の際にもたくさんの御支援をいただきました。読み聞
かせを行っていただけないかとお願いしたところ、快くお引き受け
いただきました。子供たちが集中して聞いてい
る様子、主体的にかかわったり、触れたりする姿が見
られます。エプロンシアターやパネルシアターや読み
聞かせでやり取りをしながら、国語、読書活動につな
げる取組を行っていただいています。村吉さんから
は、「読み聞かせ会を通して、子供たちの笑顔と先生方の頑張りに私自身も
元気ややる気をもらっています。ワクワク感をもって、楽しみながら学びの時間になるよう頑張り
ます。よろしくお願いします。
」とコメントをいただきました。先生方からは「子供たちが、読み
聞かせを楽しみにしている」
「子供たちが、読み聞かせを見たり聞いたりする様子をみて、担任以
外の先生ともできていることは、聞くこと・話すことの成長につながっている」「繰り返し、取組
み、さらに学習が深まった」等の感想がありました。（小学部

山中）

職業科実習
クリーン・グリーン班＆福祉・サービス班
1 学期も終了間近の 7 月 13 日。職業科：クリーン・グリー
ン班があります。担当の宮里先生から提案があり、学校近くの
歩道の雑草刈と片づけを行っています。また、別の生徒は、本
校玄関付近スロープと校門やプランターの花に水やりをしたり
していました。この日は朝から日差しも強く、30 度をこえる
暑さの中、淡々と取り組んでいる生徒の姿がとても印象的でし
た。そのおかげで、校門近く、歩道もきれいになりました。ク
リーン・グリーン班は、運動場の芝生、3 階庭園の手入れも実
習として行っています。
15 日には、福祉・サービス班が、車いすの操作や介助について学ぶ
ため、本校周辺に出て実習を行っています。車いすを操作する人、乗る
立場の人、それぞれを経験し、校内で実習を重ね、この日校外に初めて
出ています。車いすの操作は、乗っている人への気遣いや、段差や、点
字ブロックの上での車いすの扱いなどがとても難しい実習です。生徒か
らは、「初めて道に出て車いすを操作しましたが、安全にできたので良かった」、「最初はできるか不安

でいっぱいだったけど、校外で車いすを押すことがちゃんとでき
てよかった」
、
「校外では力で車いすを押しました。坂の上り下り
とだんさをのぼり、太陽のひざしで暑い中でもさいごまでクタク
タになるまでがんばった」
、
「校外でも段差やグレーチング、デコ
ボコなどに気をつけて安全に車いすの操作ができた。」
「おしても
らう車いすはさいこうでした。
」等の感想がありました。校
内での学習の延長線上に地域での学びがあります。

これも地域とつながる第一歩。地域の皆さんにもお知
らせしていきたいです。

中学部

那覇・南風原クリーンセンターで校外学習

７月５日に中学部 1 年生１5 名は、スクールバスを利用して、那覇・南風原
クリーンセンターへ行きました。
今回の校外学習は、社会科の内容を中心に、理科の環境問題（ゴミ問題）に
ついての学習を行ったあと、家庭から出たゴミがどの
ように処理されるのかを知り、ゴミを減らすために生
活の中で自分ができることについて考える機会とし
て、実施しました。
クリーンセンターでは、生徒たちが見学をしながら
疑問に思ったこと、「どのくらいのゴミが一日に運ば
れてくるのか」、「ゴミがどんなものにリサイクルさ
れるのか」などの質問を施設職員にしていました。ま
た、ゴミを燃やす熱から電気が作られていることを
知ると、「すごいね～」と発言する生徒もいまし
た。
事後学習では、見学して分かったことや感想を生徒がワークシートに書い
てふり返りました。「ゴミの分別をがんばりたい」、「働いている人は大変
そうだった」、「自分も使えるものは大事に使いたい」など、生徒それぞれ
が、見て、聞いて感じたことを、表現していました。
今回の校外学習は、ごみ処理だけではなく、環境問題について考える良い機会となりました。
「SDG’S」にもつながる学習となり、日頃の学びを生活につなげていく学習は、とても大切だと感じま
した。今回の学びを、今後、リサイクルに向けた学習へ繋げていきたいと考えています。（中学部 高
里）
中学部では、この他にも漫湖公園や漫湖水鳥・湿地センター等での校外学
習にも取り組んでいます。

第 1 回学校評議員会が開催されました
7 月８日（金）に第 1 回学校評議員会が開催されました。
学校評議員制度は、学校が保護者や地域住民等の信頼に応え、家庭や地域と連協力して一体とな
って子供たちの健やかな成長を図っていく観点から、より一層地域に開かれた学校づくりを推進し
ていくため、地域住民及び有識者等の学校運営への参画の仕組みを新たに制度的に位置づけるもの
です。本校の学校評議員は 4 名（島村聡氏、照屋尚子氏、真謝孝氏、嘉数芳則氏）です。
学校評議員会では、委嘱状の交付、委員の紹介に引き続き、授業参観の後、本校の概要や各学の
取組について説明を行い、評議員の皆さんからの意見や質疑応答がありました。
学校評議員会では、学校評議員会の趣旨等の確認後に委嘱状
の交付が行われました。今回は、1 階の肢病エリアと３，４階の
高等部の職業科実習を見ていただきました。感想として「10 月、
３月、４月７日にも来た。不安の中のスタートだったと思うが、
今日参観して児童生徒、先生方がとても落ち着いている。」
「とて
も素晴らしい施設設備だった。」「地域に複数障害種を対応する
特別支援学校があることで地域にいる障害のある方々が安心す
る」
「特別支援学校が近い存在となった」などのお話をいただき
ました。
さらに、御意見として「一斉転学の際の個別の教育支援計画等の引継ぎはどのようになっている
か」
「これまでの学びを生かし、那覇みらいらしい教育課程や授業について今後整理してほしい」
「地
の利を生かした教育と危機管理どちらもあると思うので留意して対応してほしい」
「今後の施設の開
放や利活用の検討も進めてほしい」等の声がありました。
話題提供として、
『本校の学校教育目標の中で一人一人の人権の尊重があるが、食事の際のことに
ついてです。家庭では普通食だけど、ある事業所では、「丸呑み」してしまうという理由だけで、家族
にアセスメントを取ることもなく、刻み食にされていて、それを御汁、ご飯、おかずを全部混ぜて「ねこ
まんま」にして提供していたのを家族が気づいてショックを受けたという事例がありました。家庭でど

のようにご飯を食べさせているか、確認や連携して、食事の対応をすることがとても大切である（尊
厳の維持）
』という事例の紹介がありました。
また、知的障害の生徒の主権者教育についても御自分の息子さんについての体験を話された照屋

さん。今回、那覇市の選挙管理委員会と事前に相談を行い、保護者の代筆はできないが、選挙管理委
員会の方に代筆してもらいながら無事投票ができたことのお話がありました。保護者の皆さんもぜ
ひ、選挙に参加することあきらめないで行使してほしいと話していました。
短い時間でしたが、たくさんの御意見をいただきました。学校評議員の皆様には評議員会だけで
はなく、連携を図り、それぞれのお立場から、専門的なことについて助言をいただきたいと考えて
います。御参加ありがとうございました。

７月７日エンリッチルーム
稼働開始しました。
昨年度から準備を進めていました、エンリッチルームの準
備が整い、7 月 7 日から児童生徒の利用が始まりました。自
立活動部の先生方が中心になりＡ昇降口を入って右側の部屋
に設置しました。エンリッチ(enrich)とは「豊かにする」と
いう意味があります。身体を緩め、心を豊かにした上で、よ
く見ることや、よく聞く等刺激を受
け取り、主体的に手をのばす、身体
を動かすなどの活動を行いやすくす
るための環境を整えるための学習に使う部屋です。お隣
の那覇特別支援学校では、5 年ほど前から取り組まれ、
成果を上げてきた取組です。
本校においても、日常的に活用できるよう準備を進め
てきました。また、星座の勉強もできるよう天井に映し
出すこともできるようになっていて、理科の学習でも活用できたらいいねと話しています。室内の
様子は室内を遮光カーテンで暗い状態にして、プロジェクターを設置して海の中の生き物などの映
像を投影しています。心地よい音楽もＢＧＭで流れ、そこにバブルチューブなどの光る素材を設置
しています今後も活用時の様子をお知らせします。

ＡＬＴの Ben Rainbow 先生

ありがとうございました

4 月から本校の英語活動や外国語科のＡＬＴとして来ていただいていた U.K（イギリス）出身
の Ben Rainbow 先生が、1 学期終了後、本校を離任します。毎週火曜日、児童生徒の学びを支援し
ていただきました。Ben 先生からメッセージをいただきましたので掲載します。
「Ben Rainbow 先生より：お別れの言葉」
It has been a pleasure to work at Naha Mirai, I’ve enjoyed
getting to know all of you and I know I have only been here
for such a short period of time, I have thoroughly enjoyed it.
I have already made some treasured memories which will stay
with me long after I return to the U.K. I also enjoyed our
casual conversations during lunch. I want to thank all of the
students and the teachers who have made me feel so welcome. I really appreciate it as I was

really nervous about starting a new school. I hope you have fun talking with the new ALT as well.
I have really enjoyed teaching you English and I hope you continue with your English studies.
Take care and see you around.
訳：那覇みらい支援学校で働くことができて光栄です。とても短い時間でしたが、皆さんと知り合
うことができて、とても楽しかったです。生涯忘れることのない、大切な思い出を作ることができ
ました。給食時間ではカジュアルな会話も楽しみました。 とても歓迎されていると感じ、児童生徒
と先生方に感謝したいです。 特別支援学校で働くことは初めてで、とても緊張していましたが、温
かく接してくれて本当に感謝しています。 新しい ALT と楽しんでい頂けたらと思っています。みな
さんに英語を教えることができ、とても嬉しいです。そして、英語の勉強を続けてくれることを願
っています。 また会いましょう。

夏休みの図書室の開室日です。
毎週火曜日

９時～11 時 30 分

７／26・８／２・９・16・23・30 日

手をつなぐ・うちな～
沖縄県手をつなぐ育成会の機関誌第 212 号に本校について掲載されました。
ついて掲載
沖縄県手をつなぐ育成会から那覇みらい支援学校についての記事を書いてほしいということで依
頼があり、第 212 号で掲載のため寄稿しました。寄稿依頼後、209 号において、理事長の田中さ
んが、本校が開校するまでの経緯を説明されたことを知り、本校開校へのおもいを強く感じまし
た。沖縄県手をつなぐ育成会は、1963 年(昭和 38 年)3 人のお母さんが「知的な障害」のあるわが
子の幸せを願い、教育、福祉、就労等の施設の整備、充実を求めて仲間の親たち、関係者、市民の
皆さんに呼びかけて育成会(親の会)を結成したのが始まりで、 障害のある人も共に生きていける
社会づくりを目指し県内各市町村において啓発活動を展開している会とのことです。掲載された会
報名は「手をつなぐ・うちな～」
。図書室にも送付されています。インターネットでも確認できま
す。新聞 7 月号 212 号.pdf (oki-iku.com)

特別支援学校中学部総合文化祭が開催
Web 開催は 7 月 26 日から 8 月 31 日まで。県立美術館・博物館では 7
月 26 日から 31 日まで展示の部が開催されます。ぜひご家族で参観
ください。

夏休み期間中の学校
夏休みは、先生方も研修で学びます。校内では県外講師を招いての研修、安全に係る研修、
医療的ケアの研修など、校外では、県立総合教育センターでの研修をはじめ、県教育委員会主
催の研修など多くの職員が多くの研修に参加します。
8 月 7 日から 12 日までの間は、県全体でリフレッシュウイークとして設定され、8 月 10
日から 12 日は、学校を閉庁することになっています。御理解と御協力をお願いいたします。

終わりに
学校だよりをお読みいただきありがとうございました。今号は、夏休み前ということで 1 学
期の児童生徒の様子を多く記載しました。開校直後ではありましたが、様々な学習に取り組ん
でいます。2 学期もその様子をお伝えしていきます。（新垣）

