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・いろいろな作品があり、見ていて楽しかったです。 

・たくさん展示されていてよかったです。もう少し学部がわかりやすくしてもらえたら見やすいと思います。 

・書道、制作等個人に特化したものだけでもよく取り組んでもらえていることがわかりました。 

・一人一人頑張る決意が見えてよかったです。 

 

（高等部） 

・各学部の学習の成果を見ることができてよかったです。 

・個性的で素晴らしかったです。 

・小中高と分かりやすく展示してあってよいと思います。 

・高等部の漢字一文字の書き初めは、以前と変わり本人の写真やコメント入りでフレームに一つにまとめてあり見やすかったです。 

〇販売・バザーについて 

（小学部） 

・とてもいい作品がありました。 

 

（中学部） 

・木工の実演もあり楽しかったです。 

・コーヒーが売り切れていたのが残念でしたが、それだけ盛況だったのでよかったです。 

・発表会の後に体育館等で行って、午前中まででもよいと思います。（準備等が難しいと思いますが） 

・すごく上手にできていて感心しました。 

・とてもたのしかったです。また来年も来たいです。 

・生徒さんの活気が伝わってきました。高等部さんの木工にも感心しました。 

・いろいろな販売があったので楽しかったです。いっぱい買い物をしました。裁縫、木工すごく上手にできていました。 

 

（高等部） 

・一年間の成果が出た作品等を販売できてよかったと思います。 

・ハーブティーの試飲はよかったと思います。 

・活気があって子どもたちの作品を買うのはうれしいです。 

・製品が日頃の頑張りがよくわかるもので、これからの意欲につながると思います。 

・初めての販売はとても忙しく、そして働く喜びを感じている様子でした。来年も頑張ってほしいです。 

〇その他 

（小学部） 

・今回は席が少なく感じました。 

（中学部） 

・座席の椅子が足りていなくて困った。 

（高等部） 

・座席を増やしてほしい。 
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  報告日 平成30年2月23日 

  学校名 佐賀大学教育学部附属特別支援学校 

  ＰＴＡ会長名 山田美津子                   

 
    

 
  

 
      

実施概要 

実施活動名 学習発表会 

実施日時 平成30年2月11日(日) 9:30～14:00 

実施場所 佐賀大学教育学部附属特別支援学校 体育館 

実施目的 
・本校保護者、近隣の交流校（附属中）、地域住民の方を招待し、本校児童生徒や卒業生（同窓会）の

ステージ発表を見てもらうことを通して、本校への理解を深めてもらう。 

実施内容 

・小学部、中学部、高等部によるステージ発表 

・卒業生による体験発表 

・中学部、高等部、近隣福祉施設等によるバザー  

実施方法 
・ステージ発表（交流校と一緒に又は見学してもらう） 

・バザー（交流校と一緒に販売活動をしたり、招待した方にお客さんになってもらったりする） 

参加人数 
・本校（小18，中18，高23，合計59名）保護者及び兄弟姉妹、本校卒業生２７名、交流校生徒５名、

地域の方々、佐賀大学学生 

    

報告事項 

内容 

 

１ 活動報告 

① 活動名  第３９回学習発表会 

② 日 時    平成３０年 ２月１１日（日）  ９：３０～１４：００ 

  ③  場 所    佐賀大学教育学部附属特別支援学校 

  ④  目 的 

      ・児童生徒が毎日の学習の中から獲得した力を発揮する。 

      ・児童生徒が自主性・主体性をもって活動する。 

      ・近隣の各学校の児童生徒をはじめ、地域の人々や福祉施設の方との交流を深める。 

      ・同窓生との親睦を深める。 

  ⑤ 内 容 

      テーマ「喜び、笑顔、感動のとっても楽しい学習発表会２０１８！！」 

９：３０    開会式 

           ９：４０    小学部発表 劇：てぶくろ 

         １０：１５    中学部発  ダンス：手のひらを太陽に 楽器演奏：神々のうた 

         １０：５０    高等部発表 「和」 合唱、3年生発表 和太鼓＆舞 

         １１：２５    同窓会発表 新社会人の発表 活動報告 合唱 

         １１：４５    閉会式 

         １２：００    昼食・昼休み・展示見学 

         １２：５０    バザー（中学部：お菓子＆飲み物・ゲーム屋・スーパー） 

                 （高等部：木工・農耕・縫工） 

         １３：５０    バザー終了 

       １４：００    学習発表会終了 

結果 

１ 小学部発表 劇：てぶくろ 

     小学部では「いっしょに・なかよく・さいごまで」を合い言葉に4月から様々な学習活動に

取り組んできた。今回も6年生をリーダーに学習発表会の劇の練習に一生懸命取り組んできた。

劇では学習活動の中で学んできたことを生かし、一人一人の良いところが表現できた。オープ

ニングとフィナーレではダンスで盛り上げることができた。 

２  中学部発表 合唱：君を乗せて 楽器演奏：神々のうた ダンス：手のひらを太陽に 

   中学部の今年のステージ発表は、合唱、楽器演奏、ダンスの三本立てであった。合唱は音楽

の授業で学習した「君を乗せて」を歌った。器楽演奏は姫神というグループの「神々のうた」

という神秘的な曲に挑戦。ダンスの「手のひらに太陽を」では、体育の授業で取り組んだオリ

ジナルの振りで踊った。ダンスはアンコールがかかるほど好評だった。 
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３ 高学部発表「和」 

高等部では「和」をテーマにしたステージ発表をした。第1部の合唱では「世界に一つだけ

の花」「手紙」を披露した。第2部では卒業を間近に控えた3年生が今後の抱負を発表した。

第3部では、高等部全員が心を一つにして和太鼓演奏と舞を披露した。迫力ある和太鼓の演奏

と華麗な舞のコラボレーションは練習の成果が良く出ていて見事なものであった。 

４   同窓会発表「活動報告と合唱」 

    同窓会での発表では、社会人 1 年生の「働く生活」についての発表と同窓生みんなで歌う

「RAIN」の合唱を披露した。歌の時は「同窓会青年学級の一年」として同窓会の取り組みの様

子をスクリーンで紹介された。 

５   バザー 

中学部はお菓子＆飲み物屋・ゲーム屋・スーパー、高等部は木工部・農耕部・縫工部によ

る作業製品販売を行った。どの会場もたくさんのお客さんであふれていた。 

所感 

毎年実施している学習発表会であるが、本校の児童生徒は前向きに取り組んでいる。1 年間の学

習成果を披露するとともに各学部が発表に向けて練習を積み重ねてきた。保護者や地域の方々、交

流校の生徒などたくさんの人に見てもらえることが大きな励みになっている。当日は日頃の学習の

成果を遺憾なく発揮することができたと思う。また、本行事は、地域の交流校や地域の方々にも参

加していただいでいるので、本校児童生徒や特別支援学校に対する理解を深めていただく場として

も重要である。今後も、広く学校情報の発信に努め、多くの方々に参加していただきたいと考えて

いる。 

 
 

添付書類 
学習発表会写真報告書 

 
 

 



学校名　佐賀大学教育学部附属特別支援学校 
PTA会長　山田美津子

「小学部　劇　てぶくろ」 「小学部　劇　てぶくろ」

「小学部　劇　てぶくろ」 「中学部　ダンス」

「中学部　交流」 「中学部　ゲーム」

「高等部　合唱」 「高等部　和太鼓演奏」

              ”理解プロジェクト”活動助成金事業活動報告書
《カンガルーシップ活動〉

平成29年度カンガルーシップ活動報告書
        提出日：平成３０年２月２３日     



「高等部　バザー」 「同窓会発表」
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カンガルーシップ活動 
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  提出日 平成30年2月23日 
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（小学部） 

・小学部のステージ発表はいろんな動物たちが出てきて、手袋を完成させるお話でした。中学部の手のひらを太陽にのアンコール部

分がとてもよかったなと思いました。高等部の和太鼓の発表もとてもいい音が響きました。私は和太鼓が一番よかったなと思いま

した。とても喜びや笑顔、涙のあふれる発表会でした。 

・手袋の劇をがんばりました。猫の役をしました。楽しかったです。 

・発表会をがんばりました。いわしのひらきをしました。とても楽しかったです。来年もがんばります。 

 

（中学部） 

・小学部はみんな笑顔で楽しそうにしていた。劇の動物がかわいかった。中学部は今年のステージは合奏と合唱とダンスだっ

たけど来年は劇がしたいです。高等部はみんなの歌声がきれいだった。太鼓はみんなで協力してすごかったです。 

・合奏がうまくできました。歌と合奏とダンスが楽しかったです。コーヒーと紅茶とお菓子が全部売れて楽しかったです。3

年さいごの学習発表会でした。楽しかったです。高校1年生になっても一生懸命頑張ります。 

・私は太鼓の演奏を頑張りました。ダンスもたのしかったです。生徒会の放送の仕事も頑張りました。コーヒー屋さんでコー

ヒーをお客様にわたしました。大きな声で「いらっしゃいませ」を言いました。とっても楽しかったです。 

・ダンスを一番頑張りました。Kくんとゲームをしたことも楽しかったです。 

・バブリーダンスが楽しかったです。 

・歌を頑張りました。ダンスを頑張りました。 

・ダンスが楽しかったです。ヘアゴムがたくさん売れました。 

・1回目で全力を尽くして一生懸命頑張りましたが、まさかアンコールがきてもう一回するとは思いませんでした。それでも

最後までダンスをしました。さいごのポーズが目立っていました、とお母さんが言っていたのが嬉しかったです。 

・手のひらを太陽にのダンスを頑張りました。 

・踊ったり、歌ったりしておもしろかったです。コーヒーをうりました。いらっしゃいませと大きな声で言えました。お野菜

を展示しました。お野菜を頑張りました。 

 

（高等部） 

・最後の学習発表会で太鼓ができてよかったです。練習も本番も楽しかったです。 

・太鼓の演奏が上手にできてよかったです。跳んでたたくことにも挑戦しました。 

・合唱を大きな声で歌うことができました。ダンスを踊ることができてよかったです。みんなと一緒に学習発表会がよくできてよか

ったと思いました。バザーも頑張りました。 

・私はダンスを頑張りました。緊張したけど上手に踊りました。２年生になったら太鼓を頑張りたいです。 

・今年の学習発表会はみんなが一致団結して楽しそうにしていたので良かったと思います。僕が頑張ったことは太鼓です。 

・今年の高等部のステージ発表は、合唱とダンスと太鼓をしました。合唱は１学期から練習をしてきました。発表の前に緊張して、

うまくいくかなあと思ったけどうまく発表できてよかったです。バザーもしました。たくさん商品が売れたので良かったです。来

年もたくさん商品が売れるように頑張りたいです。 

・高等部の発表で太鼓をリズムよく打つことができました。３年生の決意表明の発表では、みんなに顔が見えるように紙のもち方に

気をつけてゆっくりはっきり話をするようにしました。合唱では大きな声で歌うことができました。高等部のみんなと協力し合っ

て合唱、太鼓、ダンスをすることができていい思い出ができました。 
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〇ステージ発表について 

（小学部） 

・子どもたちの特技を入れながら、子どもたちが楽しくしているのが印象的でした。学部のよさが出ていてよかったと思います。 

・毎年慣れてきて楽しくできるようになりました。 

・小学部の「てぶくろ」から高等部の和太鼓、それぞれの成長に合った発表でどれもすごくよかったです。和太鼓はとても感動しま

した。社会人の方、3年生の発表は近い将来のことをいろいろ考える機会になりとてもよかったです。 

・みんなが一生懸命がんばっているところ感動しました。たくさん練習したのだろうなと思いました。とても成長を感じました。一

人ひとりの見せ場もあってとてもよかったです。 

・小、中の発表とも無理をしている感じがなく流れもよかったです。 

・できることを精一杯やっている感じが伝わりよかったと思います。 

・ダンスがよかったです。「喜び・笑顔・感動」の発表会でした。 

・衣装がとても可愛らしかった。ステージに終始みんな出ていたのがよかった。 

（中学部） 

・みんなの笑顔がよかったです。ダンスも上手でした。高等部は落ち着いて発表していたので成長を感じました。 

・子どもたちの頑張っている姿が見ることができてよかったです。 

・一生懸命な姿に感動しました。緊張しながらも自分の役割をきちんとこなし、大きな声も出ていてよい経験、思い出になるステー

ジでした。 

・小学部はとってもかわいかったです。中学部は我が子が心配でドキドキでしたが、楽しいステージでした。スライドでふだんの様

子が見られてよかったです。高等部はとっても上手で感動しました。 

・中学部の発表は踊りと歌が中心で少し物足りない感じがしました。 

・リズム感のある、スムーズな誰でも参加している様子がわかりました。 

・みんな一人一人頑張っていたのでよかったです。高校生感動しました。 

（高等部） 

・どのステージ発表もよかった。楽しく見させていただきました。 

・今年から中学部は劇がなくなっていたので少し物足りなかった気がしました。でも難しい「神々のうた」はよかったです。高等部

の和太鼓＆舞はとても良いと思いました（アンコールがあってよかったです）。 

・自分ができることを一生懸命練習して頑張ったと思います。 

・それぞれの特性や能力に配慮して、その子に応じた役割を考えて振付や役を割り振ってあると思いました。 

・高等部は太鼓をはじめ決意表明まで全て素晴らしかったです。 

・同窓生の活動報告は本校ならではだと思うし、とても重要なものだと思っています。卒業生の様子を知ることができるので楽しみ

にしています。 

・太鼓の練習を昨年末より頑張っていました。緊張の連続と人前で発表することが苦手なため、毎日のストレスは親として理解して

あげることがどこまでできたのか不安でした。当日の素晴らしい発表を見て、今までの頑張りが報われてよかったです。感動しま

した。 

〇展示について 

（小学部） 

・書初め、絵、作品とたくさん展示されていて家族としてはとてもうれしく思います。 

・授業参観がないので、展示品とかを見ることができるので楽しみにしています。 

・開会式までの時間にゆっくりと見ることができました。 

・いろいろな作品をみることができてよかったです。 

・パッと見てどこが小学部か中学部がわかりにくかったです。展示作品はバランスがとれていてよかったと思います。 

・大人では表現できない優しい色使いに心がポカポカになりました。 

 

（中学部） 

・個性のあふれた作品が並びとても良かったです。 

・暗いところで見ることができず、バタバタしながら見たのでもっと見る機会があればと思いました。 

・学校で制作した作品を見るよい機会でした。普段の活動も見てみたいので、その様子をスクリーンでもっとたくさん流してほしい

です。 


