
    

令和元年 「チーム豊明」で「豊明プライド」を！ 

校長 村岡 章子 

 4 月 1 日、新しい元号が発表されました。出典は万葉集という「令

和」、凛とした響きの中に「和
な ご

み」も取り入れられ、これから皆さんの成長

を見守ってくれることでしょう。 

 豊明は今年度の入学生より新教育課程に移行します。「職業」や

「作業学習」の時間が増え、より実践的に卒業後の就労に直結する力

をつける内容にシフトします。また移行期間を終え、各学年が 5 クラス体

制となり生徒も職員も減員で、コンパクトな学校になります。フットワークは

軽くなるかもしれませんが、今まで以上に生徒も職員も総出での協力・共働体制が重要になって行くと思います。そんな

中で今年は「チーム豊明」と「豊明プライド」という 2 つの目標を掲げました。どんな場面でも力を合わせて乗り切ってい

く、１＋１が 3 になるような「チーム豊明」、そして「豊明だからできる、豊明でよかった、豊明こそ」という「豊明プライド」を

意識して取り組む毎日にするということ、このことを目標に、一つ一つ丁寧にじっくり、1 年間取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

 

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。残り 1 年、あるいは 2 年、自分のストレングス（強味）をより

強固に、そしてウィークポイント（弱み）との折り合い方をしっかり学び、将来の自分に向かって日々努力してください。また

入選を見事にクリアして合格通知を手にしたみなさん、ご入学おめでとうございます。豊明の 43 期生として入学されること

を心から歓迎します。みなさんはこの 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 年間はあっという間です。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。豊明には毎日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

皆さんと一緒に学びを深めますし、地域の方々や職場や事業所の皆さんは皆さんの成長を心から応援し励ましてくれま

す。安心して豊明の生徒になり、3 年後には 40 人全員が 40 個の夢を実現できるよう期待しています。高校時代は青年

期と言われ、友達のこと、生きることについて、自分の将来について、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先生、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ます。 

 

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。 

本校では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、連携しながら進めることが重要となります。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３１年４月９日発行 

第１号 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

名前 職 前任校 コメント 

中野 隆史 事務長 
啓北商業 

高校 

 豊明高等支援学校には以前数回訪れた事があります。その度に解放感があり明るく綺麗

な学校だと思っていました。周りも緑に恵まれ自然豊かな環境です。この地において働け

る事に今は喜びで一杯です。特別支援学校勤務は初めてなのでＰＴＡ及び教職員の皆様に

も教わりながら少しでも早く馴染めるように頑張りたいと思います。よろしくお願い致し

ます。 

三嶋 善雄 教諭 
北翔養護 

学校 

 はじめまして。西区発寒にある北翔養護学校（中学部）から転入してまいりました。新

しい出会いを楽しみにしています。新たな気持ちで、高等支援学校の教育について勉強を

重ねていきます。みなさん、どうぞ宜しくお願いします。 

若狭 布左子 教諭 
北翔養護 

学校 

新採用として豊明高等支援学校に参りました若狭布左子です。昨年まで北翔養護学校で高等部

３年生と共に学習していました。また、３児の母でもあります。明るく活気があり豊明愛に満ち

た学校の雰囲気に、期待で胸が高鳴っています。１日も早く学校に慣れ生徒の皆さんと共にたく

さんのことに挑戦し共に成長していきたいです。 

吉本 汐里 教諭 長万部高校 

 この度、長万部高等学校より期限付教諭として参りました。学級活動や作業学習等で生

徒たちと関わるのをとても楽しみにしております。生徒一人ひとりの夢実現に向けて精一

杯手助けさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

小田 健太 教諭 
豊明高等 

支援学校 

 去年は臨時採用という形で働かせていただいておりましたが、今年から正採用で、また

豊明で働かせていただけることになりました。去年の経験を活かし、子供達の成長の手助

けができればと思っております。今年も一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。 

保志場 みく 養護教諭 
豊明高等 

支援学校 

こんにちは。前年度から引き続き、大好きな豊明で勤務できることをとても嬉しく思い

ます。今度は養護教諭として、生徒先生全員が元気に学校生活を送るために、精一杯サポ

ートしていきたいです。どうぞよろしくお願いします。 

山本 亮太 
臨時学校 

用務員 
本校卒業生 

山本亮太です。初めての事ばかりで不安もありますが、一生懸命仕事に取り組みたいと

思っています。どうぞ宜しくお願いします。 

 
 

南 愛佳  教諭 



 
 
教職員紹介・・・ 
校長 村岡 章子  教頭 尾﨑 茂樹 事務長 中野 隆史 
養護教諭 小林 茉侑   保志場 みく  

学年 学級 担 任 副 担 任 学年所属 

１ 
学 
年 

1 組 角  淳一  吉本 汐里 
菅原 尚俊 工藤 千波 
竹内 宏明 平山 かおり 
髙橋 剛平 大沼 峰子 
保志場 みく 

2 組 松ヶ崎 茜  三嶋 善雄 
3 組 柴田 彩  小谷 裕勝 
4 組 小笠原 貴洋  中村 真由美 
5 組 山本 美乃里  木津 浩 

２ 
学 
年 

1 組 中村 千帆  石田 雄大 
 岡嶋 康徳 村上 暁洋 
 倉嶋 弘美 江畠 祐美 
 小林 茉侑 

2 組 椎名 保典  福井 美紀 
3 組 斉藤 来  茂木 ルリ子 
4 組 若狭 布左子  對馬 佑斗 
5 組 小田 健太  小林 和恵 

３ 
学 
年 

1 組 中村 智也  アルマン 結佳 
足立 友平 三浦 リナ 
大塚 陽子 大桃 博人 
大松 謙太郎  

2 組 南  愛佳  皆川 康志 
3 組 大原 史織  菊地 昭夫 
4 組 油田 理良  山田 力三 
5 組 会田 みのり  坂本 安功 

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   須藤 敬子 黒瀧 明美           徳光 ゆかり       

臨時学校業務員 山本 亮太      
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２０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２３日(火)から４月２６日(金)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 

9（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 

10（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～１２日     

 
１５：５０ 

11（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 

12（金） 体力づくり開始 １年生単（２～４校時）  

全学年 LHR（５・６校時） 
１５：０５ 

15（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 
１５：０５ 

16（火） 尿検査１次[全学年]  

委員会①（５・６校時） 
１５：０５ 

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

生徒会代表委員会① 
１５：０５ 

20（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 

22（月） 振替休業日                                                     

23（火） 家庭訪問① 耳鼻科検診[１・３年]（9：20～10：45） 
１校時２年体力づくり、１・３年 LHR １・２年午前授業 

１・２年１３：２０ 

３年  １４：２０ 
24（水） 家庭訪問② 歯科検診［全学年］9：20～12：10  

１校時２・３年体力づくり １年 LHR １・２年午前授業 

１・２年１３：２０ 

３年  １４：２０ 
25（木） 家庭訪問③ ３年学年集会（５校時）  

１校時清掃 １・２年午前授業 
１・２年１３：２０ 

３年  １４：２０ 
26（金） 家庭訪問④ 尿検査２次（１次陽性者） 

１・２年午前授業 
１・２年１３：２０ 

３年  １４：２０ 
29（月） 昭和の日  
30（火） 国民の休日  


