
    

ご進級、ご入学 おめでとうございます 

校長 村岡 章子 

新しい学年に進級するみなさん、進級おめでとうございます。

みなさんは新しい仲間が入学してくることを心待ちにしている

ことでしょう。みなさんの後輩たちがたくさんの夢を抱えて入

学してきます。先輩として豊明の良き伝統、学校のことや高校

生としての頑張りどころをしっかりと伝えていってください。 

 そして入選のドキドキ感を見事にクリアして合格されたみな

さん、ご入学おめでとうございます。豊明の４２期生として入

学されることを心から歓迎します。 

みなさん、ぜひこの３年間で自分の夢を実現するために、どんな目標を立てどんな実践を積み重ねてい

こうと考えているでしょうか。３年間はとても長く感じるかもしれませんが、見学旅行や学校祭、現場実

習や職業体験など盛りだくさんの行事を過ごす中であっという間に過ぎて行ってしまいます。気がつい

たら卒業！とならないよう、一つ一つ戦略を立て、社会人になるためのステップを確実に刻んでいって

ください。豊明にはみなさんと同じ経験をしながら頑張っている先輩たちがいろいろ相談に乗ってくれ

ます。またそれぞれ専門の先生方が皆さんと一緒に学習したり作業したりすることを楽しみにしていま

すし、３年後には４０人全員が４０個の夢を実現できるように、全力で応援したいと考えています。高校

時代は青年期と言われ、友達のこと、生きること、自分の将来について等様々な葛藤や悩みを持つ時期で

もあります。そんな時は一人で抱え込まず、担任の先生方や保健室の養護教諭の先生、そしてスクールカ

ウンセラーの先生に遠慮せず相談してください。みなさんに寄り添いながら一緒に解決の道を探してい

きたいと思います。 

さあ、高校生としての一歩を踏み出します。「努力は裏切らない！」今年もこの言葉をみなさんに贈り 

ます。大いに自己研鑽
けんさん

をしていきましょう。        

 

保護者の皆様 

数ある特別支援学校の中から本校を選んでいただき、本日ご入学されますこと、本当におめでとうござ

います。様々な困難を超えこのよき日を迎えられましたこと、心よりお祝い申し上げますとともにこれ

までのそのたゆまぬご努力に敬意を表します。 

豊明は昨年から校名を「市立札幌豊明高等支援学校」と変え、新しい教育課程の編成に尽力していると

ころです。学校規模も１学年５クラス編成と少し小さくしながらきめ細やかな指導を目指しています。

新学習指導要領を視野に入れながら、お子様の自立を目指し社会の一員として生き抜いていける人間育

成に努める所存です。そのためには学校とご家庭が力を合わせ、連携しながら進めていけますよう、どう

ぞご支援ご協力をお願いいたします。 

学 校 だ よ り 市立札幌豊明高等支援学校 
 
平成３０年４月１０日発行 

第１号 



 
 
 
 
 
 
 

 

名前 職 前任校 コメント 

中村 千帆 
新採用 

教諭 

五稜郭 

支援学校 

函館市から参りました。早く学校に慣れ、札幌にも慣れて、生徒の皆さんと一緒に充実し

た学校生活を送りたいと思っております。生徒から多くのことを学び、ともに成長できる

よう、精一杯がんばります！どうぞよろしくお願いいたします。 

山下美乃里 
新採用 

教諭 

北星学園 

大学卒 

こんにちは、3年 4組の副担任となりました山下美乃里と申します。3年生の生徒はもちろ

んのこと、1、2 年生の生徒ともたくさん関わり、生徒と一緒に自分自身も日々成長できる

ように努力して参ります。どうぞよろしくお願い致します。 

小谷 裕勝 教諭 
山の手養護

学校高等部 

この度、山の手養護学校 高等部から参りました、小谷と申します。 

実習棟を見たときに、初任者で初めて赴任した工業高校を思い出し、何か懐かしく、楽し

い気持ちになりました。お世話になります。どうかよろしくお願いします。 

小林 和恵 教諭 
北翔養護 

学校高等部 

北翔養護学校高等部から参りました。その前はずっと中学校にいましたので、高等支援学

校は初めてです。気持ちは若いつもりなので、皆さんと一緒に、本気本音で豊明生活を思

いっきり楽しみたいと思っています。どうぞよろしくお願いします！ 

大沼 峰子 教諭 
北翔養護 

学校中学部 

この度ご縁があって、北翔養護学校中学部から異動してきました。初めての高等支援学校

勤務です。皆さんの高校生活が充実したものになるように、そして何より、毎日安心して

過ごしていけるよう、ともに過ごしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

斉藤 来 教諭 日章中学校 

札幌市立日章中学校から来ました、斉藤来と申します。主に体育・美術・職業を担当させ

ていただきます。高等支援学校は初めてなので、わからないことだらけですが、生徒と一

緒に成長していければと思っています。よろしくお願いいたします。 

小泉 淳 
再任用 

教諭 
清田高校 

市立清田高校から参りました。専門教科は音楽です。３８年間の教員生活を終えて再任用２年目

ですが初めての高等支援学校勤務です。生徒一人一人を大切にした本校は学校教育の原点です

ね。私自身初めての経験で、ワクワク感もドキドキ感もありますが、教職員や生徒の皆さん、保

護者の方々と協同して精一杯やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

小田 健太 
期限付 

教諭 

北星学園 

大学卒 

初めまして、私は大学卒業後、1年間江別市の江別第一小学校放課後児童クラブで働いてい

ました。教師として働くのは、今年が初めてですが、1人 1人の生徒が安心して楽しく学べ

るように全力を尽くします。よろしくお願いいたします。 

森崎 将伍 
期限付 

教諭 
剣淵高校 

北海道剣淵高等学校から参りました森崎将伍と申します。特別支援学校は初めてで緊張し

ていますが、前任校で学ばせていただいたこと、チアリーディングで学んだ「元気、勇気、

笑顔」を大切にして頑張っていきます。よろしくお願いします。 

對馬 佑斗 
期限付 

教諭 

あやめ野 

中学校 

初めまして、あやめ野中学校から参りました對馬佑斗と申します。わからないことばかり

で不安もありますが、一日も早く豊明に慣れ、みなさんと楽しい思い出をつくっていきた

いと思います。精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

舛谷 教子 
学校 

業務員 
信濃小学校 

信濃小学校から参りました舛谷です。わからないことばかりで不安ですが、一日も早く仕

事を覚え、少しでもお役に立てるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

本田真奈美 
スクールカ

ウンセラー 
平岸高校 

平岸高等学校から参りました本田です。他にも小学校・中学校・大学にも行っていますが高等養

護学校は初めての勤務となります。新しい出会いに期待もありますが、不慣れなためにご迷惑や

お手数をおかけすることもあるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

山下 壱政 
臨時学校

業務員 
本校卒業生 

山下壱政です。ご存知の方もそうでない方も、短い間ではあると思いますがよろしくお願

いいたします。何かと及ばない所もあると思います。しかし、期待に応えられるよう精進

していきたいと思います。 

 
 

江畠 祐美  教諭 

【教頭 尾﨑 茂樹（旭丘高校より）】 

こんにちは。生徒のみなさんの願いを叶えることができるよう、保護者のみなさま、先生方の後方支援を全力でおこなっていきた

いと考えています。本校の校訓である、「豊かな心 強い体」を一緒に育んでいきましょう。よろしくお願いいたします。 



教職員紹介・・・ 
校長 村岡 章子  教頭 尾﨑 茂樹 事務長 黒井 敬久  
養護教諭 松田 睦   桜田 茉侑   

学年 学級 担 任 副 担 任 学年所属 

１ 
学 
年 

1 組 大沼 峰子  石田 雄大 
菅原 尚俊 村上 暁洋 
菊地 昭夫 倉嶋 弘美   
大塚 陽子 加世田 禎子 
桜田 茉侑 

2 組 小田 健太  小林 和恵 
3 組 柴田 彩  對馬 佑斗 
4 組 斉藤 来  田村 晶子 
5 組 椎名 保典  高橋 知紘 

２ 
学 
年 

1 組 中村 智也  佐藤 麻里子 
大桃 博人 大松 謙太郎 
足立 友平 三浦 リナ  

  北村 沙保里  
内田 敦子 松田 睦 

2 組 平山 かおり  森崎 将伍 
3 組 大原 史織  小泉 淳 
4 組 油田 理良  山田 力三 
5 組 湊  亜矢  坂本 安功 

３ 
学 
年 

1 組 木津 浩  会田 みのり 
小原 要  岡嶋 康徳   
髙橋 剛平 竹内 宏明 
江畠 祐美 工藤 千波  
福井 美紀   

2 組 小林 まや  小谷 裕勝 
3 組 角  淳一  中村 千帆 
4 組 石井 勝弘  山下 美乃里 
5 組 松ヶ崎 茜  皆川 康志 
6 組 小笠原 貴洋  埴山 幸代 

事 
務 
部 

事務職員 西村 昌子       

学校業務員 

坪井 誠  馬渕 康仁 外山 繁 舛谷 教子 
岩田 玲子   山田 浩之 岩脇 裕子 皆戸 和志 
濵谷 留里子  
徳光 ゆかり 

 
 

渡邉 加津子 
畑瀬 邦彦 

須藤 敬子 
 

黒瀧 明美           

臨時学校業務員 山下 壱政      
用務員 高岡 誠       

スクールカウンセラー 本田 真奈美 
 
 

～ お知らせ ～ 
 
◇ ４月の授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会について ◇  
 ４月２１日(土)は、今年度最初の授業参観・保護者懇談会となっております。この日は、体力づ

くり(リズム体操)の参観と、学年懇談、学級懇談を予定しております。授業参観では、新年度を迎

えてはりきっているお子様の様子をご覧いただき、懇談では、各学年、学級毎に１年間の学習や

行事などの話し合いを行う予定です。懇談を通して、本年度の教育活動についてご理解を深めて

いただくことを願っております。 
 また、この日は、ＰＴＡ総会も予定されています。万障繰り合わせてご出席いただければ幸い

です。なお、詳細につきましては、本日配布の案内プリントでご確認ください。 
 
◇ 家庭訪問について ◇  
 ４月２６日(木)から５月２日(水)にかけて家庭訪問が予定されています。家庭訪問によって、ご

家庭・学園との連携を一層深め、本校の教育活動についてご理解を深めていただきたいと考えて

おります。なお、１･２年生については、全家庭・学園を対象にしておりますが、３年生は全員を

対象としない場合もございます。後日、各学級担任から連絡いたします。どうぞよろしくお願い

いたします。 



 
 
 

                                                           

                       
   

                

 行 事 予 定 スクール便 

10（火） 入学式(10：25～11：20) 新入生記念撮影(11:20～) 

１学年保護者懇談会 

 

２・３年１１:５０ 

11（水） 体力づくりなし（１年 LHR ２・３年入学式後片付け）  

全学年生単(２～７校時)  生徒会入会式(５校時)  

１年帰宅確認～１６日     

 
１５：５０ 

12（木） 身体計測・視力検査[全学年] 聴力検査[１･３年]（9:20～12:10） 

体力づくりなし、全学年生単（１～４校時） 

１４：４０ 

13（金） 体力づくり開始 １年生単（２～４校時） 全学年 LHR（５・６校時） 

尿検査１次（全学年） 

１５：０５ 

16（月） 心臓検診・結核検診［1年］ 13:10～14:30 

スクールカウンセラー来校日 

１５：０５ 

17（火） １校時２年体力づくり 耳鼻科検診[１･３年]（9:20～10:45）  

委員会①（５・６校時） 

１５：０５ 

18（水） 避難訓練①9:25～(体力づくりなし) １５：５０ 
19（木） １校時清掃 眼科検診[１･３年]（13:00～13:50）   １４：２０ 
20（金） １年生単（５・６校時）、２・３年特設職業／選択教科（５・６校時） １５：０５ 
21（土） 授業参観(体力づくり 9：20～9：50) ＰＴＡ総会（10:20～11:20）  

学年・学級保護者懇談会（11：20～）  

１０：２０ 

23（月） 振替休業日                                                     

24（火） 生徒会代表委員会（昼休み） １５：０５ 
25（水） １校時２年体力づくり 歯科検診［全学年］9：20～12：10  １５：５０ 
26（木） 家庭訪問① ３年学年集会（５校時）  １・２年１３：２０ 

３年  １４：２０ 
27（金） 家庭訪問② 尿検査２次（１次陽性者） 

学校徴収金口座振替日（２・３年） 
３年現場実習オリエンテーション（５校時） 

１・２年１３：２０ 

３年  １４：２０ 

30（月） 振替休日  


