
 

    

市立札幌豊明高等支援学校のスタートに寄せて 

校長 村岡 章子 

４月は旧暦の卯月、卯の花が優しく匂うと

いうのが由来のようです。卯の花は「夏の思

い出」に出てくる花ですから、北海道の季節

には少々気が早いかもしれません。そんな

４月に豊明は、新しい校名と新学科で新た

なスタートを切ります。『市立札幌豊明高等

支援学校』が早くみなさんに定着すると共

に、今まで多くの卒業生が培ってきた豊明

らしさの伝統をみなさんの手で継承しつつ、新しい伝統を作る第一歩を踏み出

してほしいと願っています。 

 豊明には夢一杯を抱えて毎日張り切って過ごしている人もいるでしょう。何

らかの生きづらさや困り感を持ちながら入学して来る人もいるかも知れません。

そんな仲間たちがお互いを大切に思いながら、大丈夫！と励まし合い助け合っ

て行ける学校だといいなと思っています。 

 高校時代は、まだ大人としては中途半端で思うようにできないことや友達と

の関係の持ち方、将来へのそこはかとない不安など、時につらくなることも嫌に

なることもあるかもしれません。でも、「できない」ことが見つかるということ

は「できる」ことがわかるということです。「できないこと」「苦手なこと」に出

会ったら、それを周りに伝え、「頑張れること」「得意なこと」から取り組んでみ

ましょう。周りの仲間や大人たちはきっと様々なヒントをくれるはずです。粘り

強く、一歩一歩進んでいく豊明の生徒であってください。教職員一同、みなさん

の応援団でありたいと思っています。 
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≪着任ご挨拶≫ 

北翔養護学校から参りました。豊明には２０年ぶりの里帰りです。豊明が市

立札幌豊明高等支援学校と名称が変わり、学科を再編して新たなスタートを切

るこの年にここにいられることを大変光栄に思っています。障がいのある人を

取り巻く社会のシステムや制度は、この１０年で大きく変わりました。使いや

すく便利になったものもたくさんありますし、まだまだ追いついていないこと

もあります。しかし、一人一人が主体的に考え協働し、問題解決にあたってい

くプロセスは少しも変わらないのではないかと思っています。生徒、保護者と

ともに考え歩んでいける一人でありたいと思っています。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

名前 職 前任校 コメント 

黒井 敬久 事務長 
豊成養護 

学校 

豊成養護学校から来ました事務長の黒井です。小学校、中学校、高等学校それぞれ勤務経

験があります。このたび特別支援学校の高等部勤務となり、大変緊張しております。校名

も一新された、「市立札幌豊明高等支援学校」で精一杯がんばりますので、よろしくお願

いいたします。 

柴田 彩 教諭 
北翔養護 

学校 

１年３組の副担任になりました柴田彩です。生徒の皆さんと一緒に、授業や行事を楽しく、

そして目標をもって取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

佐々木 学 教諭 
北翔養護 

学校 

北翔養護学校から転勤して来ました。豊明高等支援学校に一日も早く慣れ、皆さんの一員

として頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。 

加世田禎子 教諭 
山の手養護

学校高等部 

2年 1組の副担になりました、加世田 禎子といいます。読み方は、かせだ よしこです。

豊明は学校の規模が大きくて、小さな山の手養護学校から来た私は、驚くことの連続です。

早く慣れるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いします。 

油田 理良 教諭 栄中学校 
東区にある栄中学校の特別支援学級から参りました油田です。早く慣れて、皆さんと一緒

に楽しく勉強したいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

角  淳一 教諭 北栄中学校 

東区の北栄中から来ました角淳一です。昨年度まで長く中学校で勤務していて豊明にもた

くさん卒業生を送り出してきました。今度は豊明の職員として中学生を受け入れる側とな

り身の引き締まる思いです。精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。 

田村 晶子 教諭 
小樽高等 

支援学校 

3年 5組の副担任になりました田村晶子です。豊明高等支援学校のみなさんと一緒に学習

できるのを楽しみにしていました！まだ分からないことばかりですが、1日 1日を大切に、

頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

松本 寛之 
再任用 

教諭 
 

はじめまして。この度再任用でお世話になることになりました松本寛之といいます。一昨

年まで、３６年間全日制の普通科高校（開成高校）で音楽を教えていました。高等支援学

校は人生初ですので、今はわからないことだらけですが、少しでもお役に立てるよう頑張

りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

小笠原貴洋 
新採用 

教諭 
本校 

この４月から新採用として勤務することとなりましたので再びご挨拶させて頂きます。豊

明の生徒とまた関わることができて本当に嬉しいです。共に成長しあえるように努めたい

と思います。よろしくお願いします。 

畑瀬 邦彦 学校業務員 
新琴似 

小学校 

初めまして、以前は用務員をしていたのですが、木工科の指導員として新琴似小学校から

配属になりました。校舎も広く迷ってばかりいますが、もし迷っていたらみなさんに聞き

ますので案内してください。皆さんと一緒に作業をすることをとても楽しみにしています

ので、よろしくお願いいたします。 

黒瀧 明美 学校業務員 盤渓小学校 
盤渓小から参りました黒瀧です。新しい職域で不安もありますが、一つ一つ努力していき

たいと思います。よろしくお願い致します。 

須藤 敬子 学校業務員 
北白石 

小学校 

この度、白石区の北白石小学校から参りました。わからないことばかりで不安と緊張でい

っぱいです。不慣れなため、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、一日も早

く仕事を覚え、生徒の皆さんと一緒に成長していければと思います。よろしくお願いいた

します。 

徳光ゆかり 学校業務員 向陵中学校 
在校生からは、この学校の伝統を教えて頂き、新１年生とは新たな気持ちで過ごせたらと

思っています。どうぞ宜しくお願いします。 

平澤翔一郎 
臨時 

学校業務員 

本校３月 

卒業生 

この度、豊明とみなみの杜で臨時職員として働くことになりました平澤翔一郎です。自分

は最初この話をされたときは正直言っておどろきました。3 年生で 50 名もいる中から選

ばれるなんて思いもしませんでした。今度は生徒ではなく職員としてなので、楽しみであ

りつつ不安なこともありますが、まずこの 1年間、真面目に頑張りたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 

北村 沙保里  教諭 

 



教職員紹介・・・ 

校長 村岡 章子  教頭 益満 等之 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 坂本 安功  南  愛佳 長内 伸子 菅原 尚俊 

三浦 リナ 村上 暁洋 

  大桃 博人 北村 沙保里  

松田 睦 

 

2 組 今井 学  佐野 真弓 

3 組 中村 智也  柴田 彩 

4 組 大原 史織  大松 謙太郎 

5 組 竹内 宏明  平森 静 

２ 

学 

年 

1 組 木津 浩  加世田 禎子 
 

岡嶋 康徳  椎名 保典 

大塚 陽子  工藤 千波  

小原 要   会田 みのり 

吉富 宏    桜田 茉侑 

2 組 小林 まや  北山 亮 

3 組 高橋 知紘  角  淳一 

4 組 石井 勝弘  油田 理良 

5 組 森谷 茜  松本 寛之 

6 組 小笠原 貴洋  埴山 幸代 

３ 

学 

年 

1 組 吉本 方美  佐々木 学 

相馬 雅広 西田恵美子 

福井 美紀  前川 慈彦   

松見 浩平  倉嶋 弘美   

髙橋 剛平  佐藤麻里子 

2 組 菊地 昭夫  立野 聖子 

3 組 穴澤 陵多  平山 かおり 

4 組 足立 友平  湊  亜矢 

5 組 石田 雄大  田村 晶子 

6 組 皆川 康志  内田 敦子 

７組 山田 力三  辻  るみ子 

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 関戸 智恵 

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            

実習補助員 平澤 翔一郎     

用務員 高岡 誠       

スクールカウンセラー 山岸 紀     

 

～ お知らせ ～ 

◇ ４月の授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会について ◇  

 ４月２2 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２７日(木)から５月２日(火)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

致します。 



 

 

 

                                                            

                       

   

                

 行 事 予 定 スクール便 

11（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 

12（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) 1 年職業オリエンテーション（６校時） 

生徒会入会式(５校時)１年帰宅確認～１７日     

 

１５：５０ 

13（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（１～３年ＬＨＲ）全学年生単（１～４校時） 

１４：４０ 

14（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 

17（月） １年心臓検診・結核検診 13:10～14:30 

スクールカウンセラー来校日 

１５：０５ 

18（火） １校時２年体力作り １・３年 耳鼻科検診（9:20～10:45）  

委員会①（５・６校時） 

１５：０５ 

19（水） 避難訓練①9:25～(体力づくりなし) １５：５０ 

20（木） １校時清掃 眼科検診[１・３年]13:00～13:50  

２年見学旅行オリエンテーション（５校時） 

 １４：２０ 

21（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 

22（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 

24（月） 振替休業日                                                       

25（火） １校時２年体力作り 歯科検診（全学年）9：20～12：10  

午前：月曜午前授業 

１５：０５ 

27（木） 家庭訪問① ３年学年集会（5 校時） 尿検査２次（１次陽性者） 

学校徴収金口座振替日（２・３年） 

１・２年１３：２０ 

３年  １４：２０ 

28（金） 家庭訪問② ３年現場実習オリエンテーション（５校時）    〃 

29（土） 昭和の日  


