
 

 

 

新たな時代に Ⅱ 

校長 西村 昭男 

 

今年度も残りわずかとなりました。この 1 年があっという間だったと感じるのは、私だけ

でしょうか。保護者の皆様には様々な面で御協力いただき、ありがとございます。保護者の皆

様の御協力のおかげで、卒業式、修了式を無事に迎えることができそうです。４月から子供た

ちの様子を見てきましたが、とても元気に学校生活を過ごし、友達と仲良く協力して、何事に

も頑張る姿をたくさん見ることができました。その姿を見ていると、不思議と元気が湧いてき

ます。子供たちのパワーには、いつも感心させられます。 

 さて、１月２４日に生徒会役員選挙が行われました。立会演説会での演説内容は、立候補者

全員素晴らしく、私自身参考にしたいほどの内容でした。立候補者の皆さんから、挨拶を意識

した演説がありました。挨拶は特別なものでなく、日常的なものです。特別に意識せずに自然

と出る言葉と思っています。そして挨拶から会話が始まり、挨拶から関わりが深まっていくも

のだと思います。普段の様子を見ますと、挨拶の言葉をかけられたら返すことが身についてし

まっているように感じます。教師側から子供たちに挨拶をするので、どうしても受け身になっ

てしまうと考えられます。自分から挨拶ができるよう、新生徒会役員を中心に、学校全体で取

り組める工夫を考え、実践できたらすばらしいと思います。第２次特別支援教育推進基本計画

より、本校は「総合的な機能を有する特別支援学校」として、新たにスタートするための準備

を進めています。新たな時代にふさわしい、新たな学校づくりに向け、今後とも御理解・御協

力くださいますよう、よろしくお願いします。 

そして令和２年３月１６日は、本校の卒業証書授与式で

す。この日に小学部４名、中学部１４名、高等部２４名の皆

さんがそれぞれの学部を巣立ちます。特に高等部２４名の皆

さんは、学校から社会へと活躍の場が変わるわけですが、今

まで学んだことや経験したことを生かして、活躍されること

を願っています。もちろん、小学部、中学部の卒業生も、４月から始まる新しい生活が待って

います。さらに自分を磨いて、「あなたがいて助かった。」「あなたがいないと困る。」という存

在となり、学校を盛り上げてほしいと思います。本校の学校教育目標は「元気に 仲良く 自

分から」です。卒業後もぜひ続けてほしいと思います。元気でい続け、仲良くし続け、自分か

ら学び続け、働き続けてほしいと願っています。我々教職員一同は、皆さんのことを応援し続

けていきたいと思います。卒業まで残り少ないですが、思い出をたくさん作ってください。 
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梅の花のつぼみがふくらみ始め、可愛い花が咲く 

季節となりました。もうすぐ春ですね。 
６年生は卒業式の練習が始まり、在校生もまとめの 
時期になってきました。     
 

↓６年生  ↑１年生 こんなに大きくなりました。  
保護者の皆様、一年間御協力 

ありがとうございました。 
       

    
  

                   

        

 
３月の主な予定    ６ねんせいのみなさん そつぎょうおめでとう  
３／ ２(月) 体重測定（２．４．６年） ３／１６(月) 卒業式 11:30 下校 

３／ ３(火) 

 

体重測定（１．３．５年） 

６年生をおくる会 

３／１９(木) 給食終了 大掃除 

３／２３(月) 短縮日課 11:30 下校 

３／ ４(水) 小・中入学保護者説明会 ３／２４(火) 修了式   11:30 下校 

３／ ６(金) 体重測定（車いす） ３／３０(月) 離任式   11:30 下校 

通常の時間でＳＢが運行されます。 ３／１０(火) 卒業式予行練習 

 

中学部 
★３月の中学部の主な予定★ 

２日（月）3 年生を送る会   ４日（水）発育計測 部活動  

６日（金）発育計測（車いす） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊保護者の皆様、1年間御協力ありがとうございました。 

校外販売会 「かみグリ市 in市役所」 大盛況！ 

当日はたくさんのお客様に来ていただきました。作業学習で作った作物や製品を地域の方々にも購入していただき、い

つも以上に大きな声で接客したりちらし配りをしたりできました。校外でちょっと緊張していたようですが、良い経験

ができました。   

１４名の３年生のみなさん卒業おめでとうございます。 

卒業しても「やる気・元気・根気」の気合いで大きく 

はばたいてください！    ～中学部一同～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★３月の高等部の主な予定★  

 ２日（月）個人面談 

 ４日（水）校内駅伝大会＆集会 

１１日（水）ファンケル身だしなみ講座（３年） 

１６日（月）卒業式 １１：３０下校      

２３日（月）１１：３０下校 

２４日（火）修了式 １１：３０下校 

＊部活動 ３日（火）５日（木） 

 

 

 

 

          

今年度、病院受診を必要とした傷病は６件でした（２月１７日現在） 

内訳は以下の通りです。 
頭のけが・・・２人  目のけが・・・１人  手のけが・・・1人 

歯のけが・・・1人  じんましん・・・1人 
今年度も救急車の要請をするような大きなけがはありませんでした。 

事故を未然に防げるように、また再度同じ事故が起こらないように注意していきます。 

 

出席停止となった感染症と人数（２月１７日現在） 

溶連菌感染症 ２人 

伝染性紅斑（りんご病） １人 

手足口病 １人 

感染性胃腸炎 ３人 

水痘（水ぼうそう） ７人 

インフルエンザ ７人 

 ３年生のみなさん、御卒業おめでとうございます。 

３年生は学校生活最後の月です。思い出をたくさん

作りましょう！保護者の皆様、１年間の御協力ありが

とうございました。 

◆市役所販売会◆  

 今年度最後の販売会。多くの方に来場していただ

き、ありがとうございました。実行委員を中心に準

備を進めてきました。3年生は販売会の事後集会を

もって作業学習を卒業しました。 

一年間の作業学習のまとめになりました。 

◆校内駅伝大会 ＆ 集会◆ 

 ３月４日（水）に校内駅伝大会を

実施します。自分のペースで走った

り、仮装をしたりと、とにかく楽し

くたすきを繋ぐ駅伝を行います。午

後の集会と合わせ３年生の卒業を

祝う目的も兼ねて行います。午前、

午後ともに御自由に参観してくだ

さい。雨天の場合は体育館での集会

になります。午後の集会は高等部２

年１組・学習室で行います。 

今年度も保健室の活動に御協力いただき、あ

りがとうございました。春休みは新年度へつな

ぐ大切な休みです。体の準備もお願いします。 

４月に元気いっぱいのみなさんに 

会えるのを楽しみにしています。 

 

５月下旬から６月にかけて水ぼうそうがは

やりました。 インフルエンザは１２月下旬

から出ましたが、冬休みに入ったこともあり、

例年に比べて少なく、学級閉鎖もありません

でした。御家庭でも予防に努めていただきあ

りがとうございました。 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=30cmvtBd&id=F33B7B46FEEA6E4383FF062AF38361BD03931091&q=%e3%81%b2%e3%81%aa%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=607992410695994950&selectedIndex=3&qpvt=%e3%81%b2%e3%81%aa%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xWpRDJlM&id=1F86CD7686379C30CEBEDF745831594681085ED8&q=%e3%81%b2%e3%81%aa%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608019778216461419&selectedIndex=1&qpvt=%e3%81%b2%e3%81%aa%e3%81%be%e3%81%a4%e3%82%8a+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食だより ３月号 

 寒さが少し和らぎ、春はすぐそこまできています。今年度も残りわずかとなりました。 

栄養バランスのよい食事をとることが、体も心も大きく成長しています。給食を通じてみなさ

んはどんなことを学びとりましたか？３月はそんな１年間をふり返り、できるようになったこ

とや、これからがんばりたいことを考えてみましょう。 

給食をとおして学んだことをふり返ろう 

①食事は、人間が生きてい 

く上で欠かすことのできな 

い大切なものであることが 

わかりましたか？ 

（食事の重要性） 

 

②食べる前に手洗いを行う 

他、バランスのよい食事をと

るなど健康に気をつけるこ

とができましたか？ 

（心身の健康） 

 

③学校給食にはいろいろな 

食品が使われていることを 

知り、食品や料理の名前がわ

かりましたか？ 

（食品を選択する能力） 

 

④給食は生産者や調理員、栄

養士など多くの人びとによ

って支えられていることを

知ることができましたか？ 

（感謝の心） 

⑤配ぜんや盛りつけを丁寧

に行ったり、食事のマナーに

気をつけたり、相手を思いや

ることができましたか？ 

（社会性） 

⑥自分たちの住む地域に昔

から伝わる料理や行事食な

どの食文化を知ることがで

きましたか？ 

（食文化） 

 

給食は集団生活での食事であり、学びの場所でもあります。ルールを守りつつ、毎日の給

食が楽しい時間であって欲しいと願っています。一方で、給食は伝統料理や世界の料理など

を伝えて行く使命がありますので、本校でも多く取り入れています。もしかすると、初めて

目にする料理に戸惑うこともあったかもしれませんが、突出して残菜の多い日はなく、よく

食べてくれていました。毎日頑張って苦手な食材を少しでも食べようとする姿も多く見ら

れ、成長を感じました。 

来年度も御家庭と連携して、お子さんが成長していけるよう、おいしい給食の提供に努め

ていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

１年間ありがとうございました！ 



 

 

障害基礎年金についての研修会を実施しました。 

 先月の１月２２日（水）に“ＮＰＯ法人みんなでサポートちば”の社会保険労務士の方２名を講

師に｢障害基礎年金｣についての研修会を行いました。 

今年も、高等部生徒の保護者を中心に、多くの保護者が出席しました。 

 毎年この研修会は実施していく予定ですので、高等部を卒業するまでに一度は参加していただき、

申請から受給までの流れやそれに伴う必要提出書類等、基本的な内容をお聞きしていただけたらと

思います。 

障害基礎年金について、以下、今回行われた主な研修内容をお知らせしたいと思います。 

障害基礎年金とは・・・病気やけがで一定の障害が残った時に、その程度に応じて支給される

公的年金の一つ。 

申請については２０歳の３ヶ月前から申請が可能で、提出書類として御本人の障害程度がわかる

「医師の診断書」、「病歴・就労状況等申立書」が必要となります。 

     

   申請していく中で、一番力を入れるところです！ 

手帳の等級や知能指数（ＩＱ）のみでなく、日常生活のさまざまな場面での援助の必要度 

を勘案して総合的に判断されるので、ポイントは以下の通りです。 

                 

 

 

 

 

  ※医師の診断書が決め手となるため、障害基礎年金の診断書作成に慣れている理解がある医師

を見つけることが大切です！ 

～ 移行支援会議が行われました。～ 
 ２月１０日（月）、１２日（水）、１４日（金）、１７日（月）に、高等部３年生を対象に、移行

支援会議が行われました。毎年この時期に行う会議で、本人・保護者、そして野田市役所障がい者

支援課などの支援機関が同席して行われます。卒業後の生活を見据え、「個別の移行支援計画」を

もとに、本人・保護者と各支援機関との関係作りや学校・家庭・支援機関で支援内容の確認連携を

図ることを目的として行います。 

 本校を卒業する高等部３年生の保護者様におかれましては、「個別の移行支援計画」の作成や当

日の出席に際して、色々と御協力いただきありがとうございました。 

また今回の会議をとおして、卒業後安心して充実した社会生活を送ることに活かせていければと

願っています。 

〈 お知らせ 〉 
今年度末３月から４月にかけて、進路関係アンケート調査を実施します。本校小学部、中学部及

び高等部卒業後の進路希望状況を把握させていただくためにアンケートをとらせていただいてお

ります。御協力のほどよろしくお願いいたします。 

◎医師の診断書が決めてとなるため、医師にきちんと御本人の日常生

活状況（日常生活の中で具体的に困難なこと）を伝えることが必要

です。 

◎一般就労している場合は、職場での配慮や支援を受けていることを

参考資料として提出し診断書に反映してもらうことが大切です。 



 

日 曜 下校 行事予定 日 曜 下校 行事予定

1 日 16 月 11:30

令和元年度卒業証書授与式

１１：３０下校

(卒業学年)個別の教育支援計画配

布

2 月 14:40

(中学部)卒業生を送る会

発育計測(小学部２・４・６年)

(高等部)面談

個別面談

17 火 14:40

3 火 14:40

PTA役員会

(小学部)６年生を送る会

発育計測(小学部１・３・５年) 18 水 14:40

4 水 14:40

(小・中学部)入学保護者説明会

(高等部)校内駅伝大会・卒業生を

送る会

発育計測(中学部)

19 木 14:40

給食終了

(高等部)入学保護者説明会

5 木 14:40

発育計測(高等部)

20 金 春分の日

6 金 14:40

発育計測(車いす利用者)

摂食指導
21 土

7 土 22 日

8 日 23 月 11:30

短縮日課１１：３０下校

9 月 14:40 24 火 11:30

修了式１１：３０下校

個別の教育支援計画・後期会計報

告配布

10 火 14:40

卒業式予行練習

25 水

学年末休業

11 水 14:40

(高等部3年)みだしなみセミナー

26 木

12 木 14:40 27 金

13 金 14:40 28 土

14 土 29 日

15 日 30 月 11:30

離任式１１：３０下校

31 火

３月行事予定 　　　　　高等部部活　　　　　中学部部活



 

 
日 曜 下校 行事予定 日 曜 下校 行事予定

1 水

学年はじめ休業　～３日(金)

16 木 14:40

全校保護者会
小学部1年給食開始
ＰＴＡ総会資料準備

2 木 17 金 14:40

個別面談

3 金 18 土

4 土 19 日

5 日 20 月 14:40

6 月 11:30

着任式　始業式　11:30下校

21 火 14:40

ＰＴＡ総会資料綴じ込み
個別面談

7 火 14:40

平常日課・給食開始

22 水 14:40

個別面談

8 水 14:40 23 木 14:40

個別面談

9 木 14:40 24 金 14:40

ＰＴＡ総会

10 金 11:30

令和２年度入学式　11:30下校

25 土

11 土 26 日

12 日 27 月

13 月 14:40
(小1 11:30)

生徒総会(中学部・高等部)

28 火

14 火 14:40
(小1 11:30)

ＰＴＡ会計監査

29 水 昭和の日

15 水 14:40
(小1 11:30)

30 木

31 火

４月行事予定    　　　高等部部活　　　　　　中学部部活



 


