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カンガルーシップ活動 

理解プロジェクト 実施報告書 

  報告日 Ｈ２８年 ２月２４日 

  学校名 佐賀大学文化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28年2月14日(日) 

実施場所 佐賀大学文化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（本庄小、城西中、附属小、附属中）、地域住民の方を招待し、本校児童

生徒や卒業生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 

・小学部、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，校２１、合計５７名）保護者及び兄弟姉妹、本校卒業生３０名、交流校児童

生徒、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３７回学習発表会 

② 日 時    平成２８年 ２月１４日（日）  ９：３０～１４：００ 

  ③  場 所    佐賀大学文化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「心をひとつにFTG５７輝け Happy  発表会」 

結果 

１ 進 行       

           ９：３０    開会式 

           ９：４０    小学部発表「劇：ブレーメンの音楽隊」 

         １０：１５    中学部発「劇：2113年の西遊記～届けようテンジクに聖火を～」 

         １０：５０    高学部発表「躍動～今の自分・これからの自分～」 

         １１：２５    同窓会発表 

         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） 

                 （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 

２ 参加者    

本校（小１８，中１８，校２１、合計５７名）保護者及び兄弟姉妹、本校卒業生３０名、交流校

児童生徒、地域の方々、佐賀大学学生、近隣福祉施設（卒業生が勤務しているところ）、地域住民 

所感 

１ 活動を終えて 

本校の児童生徒は毎年実施している学習発表会を楽しみにしている。当日は日頃の学習の成果を

遺憾なく発揮し、楽しい一日を過ごすことができた。本校の保護者には報告書の「保護者の声」に

あるように小、中、高と成長していく姿や学習内容にも理解を示していただいた。また、本行事は、

保護者だけでなく地域の交流校や地域の方々にも参加していただき、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いたことを実感している。今後も、広く情宣活動を行い、多くの方に

参加していただきたいと考えている。 

 
 



2 [テキストの入力] 
 

添付書類 
・学習発表会写真報告書 

 
 

 



平成２７年度カンガルーシップ活動報告書

提出日：平成２８年 ２月２４日

《カンガルーシップ活動〉

”理解プロゼクト”活動助成金事業活動報告書

学校名 佐賀大学文化教育学部附属特別支援学校

会長 山田美津子PTA

１活動の様子

「小学部 作品づくり」 「小学部 ステージ発表」

「中学部 生徒による歓迎の言葉」 「中学部 ステージ発表での演奏」

「中学部 ３年生がリードしたステージ発表」 「中学部 バザー」



「高等部 研究発表①」 「高等部 研究発表②」

「高等部 和太鼓演奏」 「高等部 ソーラン節」

「卒業生体験発表」 「高等部 作業製品販売」
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カンガルーシップ活動 

理解プロジェクト参加感想 

  提出日 平成28年2月24日 

  学校名 佐賀大学文化教育学部附属特別支援学校 

  学年 小・中・高等部 氏名 児童、生徒 
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の
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（小学部） 

・学習発表会ではステージで劇をしました。初めてだったのでみんなに見られてドキドキしました。ダンスが楽しかったです。

来年の学習発表会が今から楽しみです。 

・小学部は「こころのたからばこ」というげきをしました。とても楽しかったです。おかあさんにがんばったねといわれたの

でうれしかったです。 

・「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」「ありがとう」「ごめんなさい」が言いえるようになってよかったです。 

・王子役を（自分の役）をめちゃくちゃかっこよくできた。自分の役（王子役）がたのしかった。 

・自分が言うセリフを練習したのでセリフをうまく言うこができた。ダンスもがんばった。 

 

（中学部） 

・中学部のげきは「さあ仲間と冒険の旅に出かけよう」でした。ぼくは勇者役をしました。れんしゅうしたことが発表できて

よかったです。 

・ステージの問題をつぎつぎにクリアしていくのがとてもおもしろかったです。 

・中学部最後の学習発表会となりましたが高等部でもがんばりたいです。たのしみです。 

・ぼくたちも３年生のように中学部での学習をクリアして、高等部に入学できるようにがんばります。 

・初めての学習発表会きんちょうしました。でも、小学部の劇はおもしろかったです！！高等部の劇分かりやすくておどりか

っこよかったです。また、がんばりたいです。 

・わたしはプライムのやくをしました。がんばりました。バザーではおかねのうけわたしをしました。おきゃくさんがたくさ

んきてくれてました。うれしかったです。 

・ちゅうがくぶにはいって、はじめてのがくしゅうはっぴょうかいだったけど、がんばることができました。ぼうけんのたび

に行こうのげきをしました。パネルめくりもしました。とてもたのしかったです。 

・わたしはげきにでました。ナナイムのやくをしました。たのしかったです。おひるはバザーをしました。たのしかったです。 

・コリントゲームで「ありがとうございました」を言いました。おもしろかったです。 

・お客さんが拍手をしました。コーヒーをしました。お客さんがおおかったです。 

・学習発表会の劇で練習してきた事をせいいっぱいやってとても楽しかったです。小学部のげきとこうとうぶのたいことダン

スもとっても楽しかったです。来年の学習発表会も楽しみです。 

（高等部） 

・最後のダンスで失敗して悔しいです。 

・販売ですごく売れて嬉しかったです。 

・ちゃんと発表ができてよかったです。 

・今年の発表は間違えても落ち着いてできたのでよかったです。 

・バザーでも分からないところはちゃんと聞くことができました。 

・来年は最後になりますので、今まで以上に頑張れればいいなーと思います。 

・わたしはたいことおどりとはっぴょうをしました。はっぴをきておどったのがたのしかったです。はっぴょうはこえがちい

さかったのでもっと大きなこえでいえるようになりたいです。おかあさんは上手だったといってくれました。ハーブティーの

ローズヒップがおいしかったです。 

・わたしの学習発表会のおもいではダンスです。はじめは合わせるのが難しく大変だったけど、本番ではまちがわずにおどる

ことができたのでよかったです。 

・ねぶたやよっちょれを練習したのですばらしい演技が出来てうれしかったです。 

・マイクを持ってたくさんの人の前で話すのは初めてで緊張した。 

・これが最後（３年生）だと思うと寂しい。来年は同窓生として来たい。卒業生の先輩と会えて嬉しかった。 

・野菜はたくさん売れて良かった。完売したので嬉しかったです。ねぶたの踊りで気持ちが一つになれたと思った。 

・午後は、バザーで縫工班販売をしました。僕は、店長として大きなこえで接客をしました。挨拶の仕方も完璧でした。 

・初めての学習発表会をしてねぶたやよっちょれ、バザーをがんばりました。特にバザーはお母さんが来てくれて巾着袋２つ

かってもらいました。巾着袋は完売したのでお母さんに感謝します。 

・ステージで立つのがちょっといやだったけど、自分ではできたのかなーとおもいました。あと、ばざーではいっぱいうれた

のでよかったです。 

・高等部最後の学習発表会となりました。ステージ発表はねぶたやよっちょれのはたふりをしました。きんちょうしました。 
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カンガルーシップ活動 

理解プロジェクト参加感想 

  提出日 平成28年2月24日 

  学校名 佐賀大学文化教育学部附属特別支援学校 

  氏名 ＰＴＡ会長：山田美津子  育友会担当：満行裕二 
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（小学部） 

・今年は縦割りでのグループでの出し物でやっていることが分かりやすく、一人一人にあった演出が配慮されており見ていて

大変よかったとお思います。 

・一人一人ががんばった学習発表会になっていたと思います。 

・「こころのたからばこ」という劇で生活するうえで一番大切なことである「あいさつ」について、盗まれたたからばこを探

しに出でかけた3人の王子様の冒険旅行のなかで学んでいくというストーリーがたのしく演出されていました。 

「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」「ありがとう」「ごめんなさい」が言いえるようになってほしいと思いました。 

・子どもたちの作品や書き初めも見ることができよかったです。みんなの一生懸命の姿に感動したし元気をもらいました。 

・テンションＭＡＸで登場し（練習中も大変だったので心配でしたが）大勢が苦手なので配慮していただき参加することがで

きました。 

・子どもたち一人一人の特性に応じて工夫してくださっている先生のご苦労に大変感動しました。いろいろとありがとうござ

います。 

・大変お疲れ様でした。毎日連絡帳や先生との会話などで「今日はセリフをちゃんと言えましたよ」とか「歌も歌えたよ」な

どマイクを向けられるとちゃんと歌えたりしてすごく嬉しかったです。一年の学習発表会より随分成長したねと家族みんなで

話しました。色々と先生方のご指導のおかげだと思います。ありがとうございました。 

・初めての学習発表会、親子でワクワクドキドキでした。学校での練習の様子を家でも話して、お友だちや先輩と一緒に役割

を演じたり親として嬉しく思いました。 

・中学部も思ったより長時間の発表で、みんな集中してされていて先生方もここまでまとめられるのが大変だったろうなと子

どもたちの頑張る姿に感動の発表会でした。高等部も迫力があるステージで、スライド発表は食に関することがよく分かり良

かったです。 

・小学部・中学部・高等部ともとてもよく練習していておもしろかった。「上手だったな～」と感心しました。発表会の中味

とは関係ありませんが毎年寒いですが、今年は温かくてよかったです。 

・子どもの演じる姿がかっこよかったです。 

（中学部） 

・去年より成長した姿をたくさんの人に見てもらえてよかったです。バザーではどうしようかと思いました。でも、たくさん

のお客様に来てもらえて嬉しかったです。 

・「元気組定期公演２０１５さあ冒険の旅にでかけよう」は、ゲーム方式ほうしきで各ステージの問題もんだいをクリアして

いき、高等部こうとうぶの入口いりぐちにたどり着つくという冒険劇でした。先生方の励ましや指導により、本番はとても頑

張っている姿を見ることができました。本人にとっても大きな自信になっているようです。 

・ひとりひとりが頑張った学習発表会になっていたように思います。 

・本人が書いた絵や粘土を使って作品を見て、とても上手にできていて感心しました。ステージではセリフの声もバッチリ言

えて、少しずつ成長してきている所を見れてとても良かったです。 

・小学部、中学部、高等部ともに練習の成果の現れた素晴らしい発表で感動しました。特に中学部の劇や歌、踊りは我が子の

堂々としたステージングに成長を感じ思わず涙してしまいました。今からの来年の学習発表会が楽しみです。 

・小、中学部の劇は練習をよくしていて、楽しくできました。高等部の踊りも頑張れていました。習字もいろいろなことを書

かれていて、作品も出ていて、良い発表でした。 

・小・中・高それぞれの頑張りに大変感動しました。小学部はかわいらしい演技に合奏、中学部は堂々としたセリフ回しと演

技、そそして、高等部は息のあったソーラン、この日のために皆、何回も練習を重ねたと思うと胸がいっぱいになりました。

又、展示してある作品にはそれぞれに個性が溢れていて楽しく拝見しました。先生方、熱心に御指導いただいて有り難うござ

いました。 

・学習発表会ステージ、展示、販売ともにとても楽しませていただきました。特に高等部の発表については先の希望が見える

ようで子どもたちにも憧れや自信につながると思います。展示物や他の行事ではなかなか小学部から高等部まで通して見れな

いので、毎年楽しみです。販売品も早速使っております。 

・頑張っている様子が伝わってきて感動しました。良かったです。それぞれが自分の役を楽しんで、歌を歌ったり、踊ったり、

演じたりしていたのが印象的でした。良かったです。 

・せっかく衣装を作ったのに体調不良で出られなくて残念でした。 

・お世話になりました。本人が体調を崩していたので心配でしたが、本人の希望で参加させました。 

・落ち着いて穏やかに終日参加できて良かったです。成長してくれたなと・・・よく分かりました。有り難うございました。 



2 [テキストの入力] 
 

・みんな元気に頑張っていました。力を合わせて学年全員でしていたので感動しました。 

・今年も寒かったのですが子どもたちは元気いっぱいで楽しく見せてもらいました。特に高等部のソーラン節は感動しました。

力強い踊りと熱気にさすがだなと思いました。息子もああいう風に成長して欲しい物です。 

・初めて参観させていただきました。中学部の発表では、子どもたちがそれぞれに自分の役を一生懸命演じていたので感動し

ました。うちの子は劇をすること、セリフを言うことは苦手ですが先生方の支援のおかげでなんとか頑張れたように思いまし

た。来年は今年よりもできることを増やし発表ができればと思います。 

（高等部） 

・２週間という短い期間で小学部から高等部までよく練習して頑張れました。小→中→高の順で参観して成長とともに自分の

子どももやれるかなと思いました。高等部の太鼓の演奏とソーラン節かっこよかったです。 

・すごく楽しそうに演技している姿がとても印象的でした。中、高と見ていてあんな風に成長できればなどちょっと夢も持て

るようになりました。 

「プロジェクトＦパート２と和太鼓演奏」では、まず調べ学習の発表でした。内容は『食』についてのものでしたが、栄養や

味、調味料等と健康との関係について発表してくれました。大変勉強になりました。「糖尿病」「血糖値」「肥満」「塩分取

とりすぎ」などの単語に耳が痛かったのは私だけでしょうか？ 

・そのあとの和太鼓演奏は、練習の初めはバラバラだった演奏も当日は見事みごとに合い、感動ものでした。1曲だけでした

が、それはそれはお見事！最後には、ソーラン（踊り）まで披露してくれました。見ていた中学部や小学部の児童生徒たちの

視線は、しっか 

りと高等部生に注がれていました。 

・バザーでは、高等部に入学して３年、とても成長を感じました。他の子どもたちも同様に一生懸命発表する姿は、とても立

派で感動させられました。きっといい思い出になったことでしょう。また、私家族も最後に良い思い出を残すことができまし

た。これまでご指導していただきありがとうございました。 

・初めて学習発表会を見せていただきました。１４日が近づくにつれて「あと何日だから頑張って練習しなくちゃ」と言いな

がら当日を迎えました。ソーラン節を頑張ると言っていたのでしっかり見なくてはと思い、とても楽しみにして行きました。

よく頑張っていたと思います。目標に向かって自分自身を高めていく姿がありとても良かったと思います。行事の度に成長が

見られ、とても楽しく見せていただきました。 

・「ソーラン節」感動しました。初めてあんなに真剣な息子の顔を見ました。中央で堂々と踊っている息子を見て目頭が熱く

なりました。 

・初めての参観でしたがどれも素晴らしいかったと思います。ステージ発表も当日までの練習を頑張った姿がよく見られまし

たし、展示物も体育館にまとめておいてあったので、小・中・高と見れて良かったです。 

・今年は例年以上に各学部素晴らしい発表だったと思います。見応えがありました。 

・３年間の成長の跡が見られ、がんばった姿を見て親として嬉しく思いました。それから同窓会の紹介がありましたが、高等

部は卒業後社会に出るという状況が間近になっています。卒業生の今の状況を紹介していただき自分の子どもと照らし合わせ

て見ることが出来て大変参考になりました。卒業後の進路情報となり聞くことが出来てよかったです。 

 


