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『子どもの命の大切さを見つめ直す月間』の取り組みについて 
教頭  尾﨑 茂樹  

今年度も「子どもの命の大切さを見つめ直す月間」の取り組みを、本校を含め、札幌市内の幼稚園・

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校で実施します。この取り組みは今年度で 7 回目となります。

札幌市内の生徒が、平成 22 年度から 3 年連続して、自ら命を絶つという痛ましい出来事がありました。

統計では、特に夏休み明けに自殺のリスクが高いことから、本校では、夏休み明けの約 1 か月間（8 月

20 日(月)～9 月 19 日(水)）を『命の大切さを見つめ直す月間』としています。 
 この期間、本校では、生徒の主体的な取り組みとして「いじめをなくし、命を大切にするキャンペー

ン」を行います。先月２０日の全校集会で、生徒会役員から各学級へスローガン作成の依頼がありまし

た。各学級では２学期のはじめからスローガンを考え玄関の多目的ホールに掲示します。８月３１日に、

生徒会からまとめの「取り組み宣言」をする予定となっています。また、教職員による取り組みとして

は、教職員全員での校内研修を予定しており、研修の成果を教育実践に生かしていくこととしています。 
 
 さて、夏休み前に「かけがえのない子どもたちのために」というリーフレットを各家庭に配布いたし

ました。それを要約してみます。 
 
１ 自分を大切に思える子どもに 
 自分を大切に思う気持ちは、自分を丸ごと受け止めてくれる人間関係の中、他者との関わり合いをと

おして、自分のよさや持ち味を認められることで育まれていきます。リーフレットにもあるように、「子

どもと話をする機会」を増やしていただきたいと思います。 
 
２ 子どもからのサイン 
 子どもは誰もがいじめる側やいじめられる側になる可能性があり、直接いじめていなくても、いじめ

をはやし立てたり、見て見ぬふりをすることで、いじめに関わり、いじめを助長することになります。

子どものサインに敏感になり、変化を見逃さないようにしていただきたいと思います。いじめられてい

る子どものサインとしては、言動や体調などの「生活の様子の変化」や、「友人関係の様子の変化」、「身

体や持ち物の様子の変化」などが考えられます。また、いじめている子どものサインとしては、「生活や

持ち物の様子の変化」などがあげられます。 
 
３ いじめへの対応 
 いじめられている子どもへは、親として子どもが安心できるメッセージを伝えていただきたいと思い

ます。また、命の危機を感じた時は、子どもアシストセンター（０１２０－６６－３７８３）などの相

談機関に相談をしてください。（相談窓口などを記載したカードを７月下旬に生徒に配布しています） 
また、いじめている子どもへは、いじめは「人間として絶対にゆるされないもの」であることを伝え、

どう謝り責任をとればよいか、一緒に考えていただきたいと思います。 
 
 保護者のみなさまには、今一度リーフレット「かけがえのない子どもたちのために」

をお読みいただきたいと思います。そして、ご家庭と学校とがしっかりと連携しながら、

生徒の成長をアシストしていきたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。 



現場実習に向けて 
 

進路指導部 江畠 祐美 

 
 本校の「現場実習」は卒業後の生活を見据えて企業等で働くことを体験し、就労に対する

意識を高めることを目的としています。また、将来の社会生活に見通しを持ち、着実に働く

力が身につくよう段階的に学習を計画しています。 

 １年生の現場実習は９月１２日～１４日の３日間です。昨年度から全員が、企業で教師と

共にグループ実習を行っています。今年度も新しい実習先が加わる予定です。現場実習の前

後には校内での学年作業に取り組み、実習への準備・反省等を行います。また、９月２６日

の事業所見学では学級ごとにコースを選び、卒業生等が働いている企業や福祉事業所の見学

を行います。 

２年生の現場実習は９月１０日～９月２１日までの２週間で、企業や福祉事業所等で体験

実習を行います。基本的に生徒が単独で２週間行います。 

３年生は２期に分けて現場実習を行います。前期が６月２５日～７月６日までの２週間、

後期が９月１０日～１０月５日の４週間の日程で、すでに前期実習は終了しています。２期

に分けたことで、現場実習後の振り返りが可能になり、進路選択の幅も広がりました。 

生徒たちは学校生活と違う環境の中で、戸惑いながらも貴重な経験を通

して、大きく成長しています。 

充実した「現場実習」のためには保護者の皆様のサポートが必要不可欠

です。より一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

宿泊研修を終えて 
１学年 石田 雄大 

 

６月２７日、２８日の２日間、１年生は初めての宿泊行事となる宿泊研修を小樽で行いました。「Try 

one’ｓ best!! ～輝く未来へ～」をスローガンに５月から準備をすすめ、すべての研修を予定通り行う

ことができました。 

１日目は、鐘の広場での出発式の後、保護者の皆様に見送られて出発となりました。行きのＪＲでは

マナーをしっかりと守り集団として行動することができました。小樽駅到着後は各クラスの「自主研修」

に移りました。事前にガイドブックやパンフレット、インターネットで調

べた場所で、見学や体験をしました。生憎の空模様ではありましたが、登

山を行なったり、とんぼ玉制作を体験したり、オルゴール堂の見学やスイ

ーツ巡りなど様々な活動を行い、運河前に集合した生徒たちの表情は笑顔

にあふれていました。ホテルでの夕食後は各学級にて１日の振り返りを行

い、購入したお土産の確認をしたり、クラスメイトとトランプや談笑をし

たりと大いに盛り上がっていました。 

２日目の午前中は、「小樽 職人の会」で生徒一人一人が選んだものづく

りの体験学習を行いました。熟練の職人さんからの手ほどきを受け、普段触れる機会の少ない道具を一

生懸命に使い、世界に一つしかない工芸品を作ることができ、思い出に残る体験ができました。午後は

「小樽水族館」に行き、ペンギンショーやイルカショーなど動物たちのかわいらしい姿を観察すること

ができました。水族館ではバックヤードツアーにも参加し、普段見ることができ

ない展示の裏側から生き物の生態や水族館の仕事について説明を受け、生徒たち

は興味深く耳を傾けていました。帰りのバスでは２日間の疲れもあり、ゆっくり

と過ごしていた生徒たちでしたが、終了地点である札幌駅に到着した生徒たちの

表情からは達成感と充実感が感じられ、宿泊研修を通してまた一つ成長できた証

に見えました。 
今回の宿泊研修では、生徒一人一人が役割と責任を持って自分たちの手で作り

上げることを目的に進めてきました。事前準備の段階から当日に至るまで仲間と協力して取り組むこと

ができ、学年の団結力や意識の向上につながった有意義な旅行になりました。この経験を生かしてこれ

からの学校生活を充実したものにしてほしいと思います。保護者の皆様、ご協力いただき本当にありが

とうございました。 
 



 

見学旅行を終えて             
 

2 学年 坂本 安功 
 

6 月 18 日（月）～21 日（木）の 4 日間、関東方面へ見学旅行に行ってきました。1 年生の 3 学期か

ら行き先の情報を集めるなど準備に取り掛かり、『Happiness Smile World 2018 幸せ！ 笑顔な 

世界へ』というスローガンのもと、各係で準備に取り組んだり、クラスでの自主研修の準備に取り組ん

できました。 
天気予報では 4 日間とも雨にあたる覚悟でいましたが、良い方へ予報が外れてくれて、3 日目のディ

ズニーランドの午前中だけが雨に当たりましたが、お昼には止んで

楽しい時間を過ごすことができました。また、心配していた暑さも、

6 月始めの北海道の方が暑かった

と思えるくらい過ごしやすい気候

で、ほぼ予定通りに行程を進める

ことができた 4 日間でした。 
初日の目玉は ANA 機体メンテナンス工場見学です。なかなか人気

があるとのことで、半年前からの抽選で無事に当てることができまし

た。偶然にも機体が整備に入っていたので、目の前で見た経験は今後

もなかなか無いと思います。夕食の横浜中華街はクラスでの散策もで

き、独特の雰囲気を感じることができました。 
2 日目はスカイツリーと自主研修です。午前中にスカイツリーを見学できたことで、他のお客

さんで混む前に一通り見ることや買い物ができました。また、天気に恵まれたことで、良い景色 
を楽しむこともできました。自主研修はクラスごとで 4 月から準備を進めてきました。時間帯的

に帰宅ラッシュと重なり、首都圏の人の多さを実感したクラスもありましたが、これも札 
幌では体験できない経験をすることができたと思います。 

3日目は楽しみにしていたディズニーランドです。

行動班で活動をすることで、同じ目的のアトラクシ

ョンに乗ったり、買い物など楽しむことができ、最

終日のホテルもオフィシャルホテルで良い 1 日を過

ごすことができました。 
最終日はお台場散策で、それぞれフジテレビの好

きな番組のグッズを買うなどして過ごし、北海道へ

と帰路に就きました。 
見学旅行の報告会で生徒も最後に発表していましたが、4 日間の旅行を楽しく無事に過ごせたのも、

保護者の方々のご協力あってのことなので、感謝の気持ちを忘れることなく、今後の学校生活に生かし

てほしいと期待しています。保護者の皆様には、事前の準備から当日まで様々な面でのご協力を頂き、

本当にありがとうございました。 



 
 

 
下校バス 

9/３（月） 生単（食券集計）（1 校時） スクールカウンセラー来校日 １５：０５ 

  ４（火） 介護等体験    １５：０５ 

  ５（水） 介護等体験  １５：５０ 

６（木） 5 時間授業 清掃（1校時） １４：２０ 

７（金） 月曜午後授業（2、3 校時）  全学年生単（4、5、6校時） １５：０５ 

１０（月） 7 時間授業 1年学年作業(全日)  2 年現場実習開始（～9/21） 

3 年後期現場実習開始（～10/5） スクールカウンセラー来校日   

１５：５０ 

１１（火） 1 年午前：学年作業 午後：生単  １５：０５ 

１２（水） 1 年現場実習（～14 日）  

１７（月） 敬老の日  

１８（火） 7 時間授業 1年午前：生単 午後：学年作業（5～7校時） １５：５０ 

１９（水） 1 年学年作業(全日)  １５：５０ 

２０（木） 1 年学年作業反省（2～4校時）生単（5 校時） １４：４０ 

２１（金） 1 年学年作業反省（午前） 午後：職業 2年現場実習終了 １５：０５ 

２４（月） 振替休日  

２５（火） 午前：水曜午後授業 １５：０５ 

２６（水） 1 年事業所見学 2年午前：月曜午前授業  １５：５０ 

２７（木） 学校徴収金口座振替  １４：４０ 

２８（金） 2 年生単（5、6 校時） １５：０５ 

10/1（月） 2 年午前授業  

1 年午後：研究授業 

1 年１５：０５ 

２年１３：２０ 

 ２（火） 2 年：現場実習報告会練習（2、3校時） 生単/職業（4 校時） １５：０５ 

 ４（木） 1 年豊明祭オリエンテーション（5校時） １４：４０ 

５（金） 3 年後期現場実習終了  

2 年現場実習報告会（5、6 校時） 2年授業参観・保護者懇談会 

１５：０５ 

８（月） 体育の日  

９（火） 1・3年午前授業 ３年：生単（２～4 校時）  

2 年午後：研究授業 

1・３年１３：２０ 

２年１５：０５ 

１０（水） 1 年全日作業 2・3 年午後：木曜午前授業  

2 年豊明祭オリエンテーション（4校時） PTA 園芸班花植え 10:00～ 

１５：５０ 

１１（木） 5 時間授業 午前:清掃(1 校時）、火曜午後授業（2・3 校時）、生単（4校時） １４：２０ 

１２（金） 午後：全校集会（5 校時） 1年生単、2・3 年 LHR（6校時）  

PTA 園芸班花植え（予備日） 

１５：０５ 

１５（月） 1・2年豊明祭特別時間割開始 スクールカウンセラー来校日 １５：０５ 

１６（火） 2・3年午前:火曜午後授業  委員会（5、6 校時） １５：０５ 

１７(水) 1・2年生単（2 校時） 3 年現場実習報告会練習（3、4 校時） 

PTA 執行部会 10:00～ 

１５：５０ 

１８（木） 5 時間授業 2年生単（2 校時） １４：２０ 

１９（金） 外での体力づくり終了 1 年生単（４校時） 

3 年現場実習報告会(5、6 校時) 3 年授業参観・保護者懇談会  

１５：０５ 

２２（月） 2 年生単（2校時） 2・3 年午後：火曜午後授業 スクールカウンセラー来校日 １５：０５ 

２３（火） 2 年生単（4 校時） 委員会（5、6校時） １５：０５ 

２４（水） 2・3年全日作業 午前:金曜午後授業 1 年生単(７校時) PTA 友愛班 10:00～ １５：５０ 

２５（木） 3 年豊明祭オリエンテーション（5校時） 1年 LHR（5 校時） １４：４０ 

２６（金） 1・3年午前：月曜午後授業 2年 LHR、3年生単（4校時） 

2・3年職業/選択（5、6校時）  

１５：０５ 

２９（月） 3 年豊明祭特別時間割開始 2年生単（2 校時） 3 年生単（2～4 校時） 

スクールカウンセラー来校日 学校徴収金口座振替日  

１５：０５ 

３０（火） 1 年生単（4 校時）、3年生単（５校時） １５：０５ 

３１（水） 1 年生単（5 校時）、2年生単（７校時）、3年生単（5・6校時） １５：５０ 

※１０月の予定は確定ではありません。変更がある場合は、学級からお知らせいたします。 



 

☆8月行事のお知らせ☆ 

 

 

・夏休み作品展・・・８月２１日（火）～８月３１日（金）玄関ホール 

・販売会・・・・・・８月２５日（土） 10：00～11：30 本校体育館及び開放玄関前 

 
 
 
 
 新しく来られた先生方から 

 

 

こんにちは、保志場みくと申します。なかなか珍しい苗字ですが、覚えていただけると嬉しい

です。こちらの学校の前は、青森県の中学校で保健室の先生をしていました。高等支援学校は初

めてで緊張していますが、少しでも皆さんの力になれるように頑張ります。どうぞよろしくお願  

いします。 

                 保志場 みく（１年４組副担任） 

 

 

星槎国際高等学校から参りました、アルマン結佳と申します。これまで 

は幼稚園教諭をしてきた経験がありますが、公立の高等支援学校は初めて 

なので、わからないことも多々あるかと存じます。一日も早く仕事を覚え、 

皆さんと実り多い学校生活を送りたいと思っています。どうぞよろしくお 

願い致します。 

                アルマン 結佳（２年１組副担任） 

産休に入られる先生方から 
 

２学期から産休に入らせていただくことになりました。生徒のみなさんや保護者 

の皆様、教職員の皆様から温かく励ましていただいたおかげで、ここまで順調に 

育てることができ、まずはホッとしています。 

無事に出産を終え、豊明に戻った時にはひと回り成長した生徒のみなさんの姿を 

見られること、楽しみにしています。ありがとうございました。   

 

田村 晶子（1年 4 組副担任）    

 

２学期から産休予定でしたが７月から自宅安静となり、たくさんの方々にご心配とご迷惑をおかけ

しました。また、これまであたたかい言葉をかけて頂きまして、本当にありがとうございました。 

 まずは無事出産を終え、また生徒の皆さんの成長を応援できるよう元気に復帰したいと思います。

一度学校を離れますが、生徒の皆さんが充実した学校生活を送れるよう心から応援しています。あり

がとうございました。                      

佐藤 麻里子（2年 1組副担任） 

 
 


