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HP： http://www.ichinomiyahigashi-sh.aichi-c.ed.jp/ 

「卒業おめでとう」    校長 加藤 守松   

寒さもようやく緩み、日増しに暖かさを感じ、木々の芽も膨らんでまいりました。今年は、小学部 15 名、中

学部 27 名、高等部 65 名の計 107 名が卒業を迎えました。卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。 

小学部卒業生の皆さんは、毎日の生活リズムを整え、休まずに学校に通うことができました。六年間で友達同

士仲良く遊んだり、運動したりできるようになったと思います。中学部卒業生の皆さんは、作業学習を通して少

しずつ働くことについて、学んできました。三年間で身体も大きくなり、様々な学習活動にみんなで取り組む大

切さを学んだと思います。高等部卒業生の皆さんは、毎日の授業に加えて校内実習、産業現場等における実習な

ど多くの経験をしました。部活動では、作品を作ったり、愛ぴっくの各大会に参加したりしました。三年間で働

く力、より多くの人と関わる力を身に付けたと思います。野外活動、運動会、修学旅行や学校祭もありました。

学校生活では、一人一人がたくさんの思い出を作ることができたと思います。 

４月から新しい生活が始まります。これまでの学校生活で身に付けた力を手だてとして、卒業生の皆さんが

「ありがとう」の言葉を忘れず、元気に笑顔で活躍できることを期待しています。最後になりましたが、保護者

の皆様、お子様の御卒業、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。新しい生活を迎えるお子様

を今まで同様にあたたかく見守りいただきたいと思います。今後も本校の教育活動への御理解と御協力を引き

続きよろしくお願いいたします。 
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★高等部 販売実習 

一年間、準備したり、練習したりしてきた

ことを発表することができました。たくさん

のお客様に来店していただき、生徒の笑顔が

あふれていました。 

★中学部 いきいきタイム 

いきいきタイムは、みん

なが楽しみにしている時

間の一つです。自分の興

味・関心から選んだグルー

プで、運動や制作活動、音

楽活動や自然体験など、笑

顔で取り組んでいます。 

 絵の具遊びや紙粘土

遊び、光遊びやお店屋さ

んごっこなどいろいろ

なテーマで、楽器に親し

んだり感触遊びをした

りして、一年間を楽しみ

ました。 

2 月 8 日（水）に小学部まつりを行い

ました。みこしの練り歩きをしたり、工夫

を凝らしたお店で楽しく遊んだりしまし

た。みんなにこにこ元気に参加しました。 

★訪問教育 授業の様子 

★小学部 小学部まつり 

http://www.ichinomiyahigashi-sh.aichi-c.ed.jp/
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祝・卒業 「楽しかった学校生活」 

★小学部の思い出（小６）                 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

★中学部の思い出（中３） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

卒業！！ 

いも掘り 

校外学習 

運動会 

運動会 

遠足 
校内実習 

修学旅行 学校祭 

修学旅行 
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3-1・フライングディスク部で、10 枚リングに入れた！ 

・球技大会のサッカーで 1 点とったこと！ 

・美術部で絵をたくさん描いたこと！ 

・何でしょー？みんなとおしゃべり大爆笑！ 

・サッカー部、最後の愛ぴっくでゴール！ 

・球技大会でミラクルゴールできたこと！ 

・先生や友達と『嵐』の話ができたこと！ 

・修学旅行でみんなと泊まったこと！ 

3-2・先生と二人きりで露天風呂に入ったこと！ 

・レオマで先生とお化け屋敷に入ったこと！ 

・高２の球技大会で学年を勝利に導いたこと！ 

・修学旅行で友達と一緒に寝たこと！ 

・ジェットコースターで友達と一緒に叫んだこと！ 

・うどん学校で初めてうどん作りをしたこと！ 

・修学旅行で毎日ソフトクリームを食べたこと！ 

 

3-３・レオマワールドにみんなと一緒に行ったこと！ 

・球技大会でディスクを上手に投げたこと！ 

・修学旅行でおいしいものを食べたこと！ 

・レオマワールドで乗り物に乗ったこと！ 

・運動会の綱引きで、先輩に勝てたこと！ 

・レオマワールドが楽しかったこと！ 

・みんなでやった学校祭が楽しかったこと！ 

 

3-4・ジョブステーションの実習、頑張ったよ♪ 

・サッカー大会で銀メダルをとったよ♪ 

・レオマで何回もビバーチェに乗ったよ♪ 

・たくさんの友達や先生と挨拶したよ♪ 

・おいしいごはん、快適ホテル大好き♪ 

・ホテルで、ほぼ貸切りの露天風呂に入ったよ♪ 

・学校祭で、みんなでお化け屋敷に入ったよ♪ 

★高等部の思い出（高３）「三年間で一番心に残っていることは？」 

3-５・こんぴらさんにみんなで登ったこと 最高！ 

・ホテルの部屋で友達とトランプ♠！ 

・学校祭、みんなと一緒に舞台で演じられたこと！ 

・レオマでトーマスの電車に乗ったこと！ 

・レオマでゴーカートに２回乗ったこと！ 

・修学旅行 レオマワールド 楽しかった！ 

・３年生の運動会での優勝！うれしかった！ 

 

3-6・レオマで買ったぬいぐるみうれしかった！ 

・レオマワールドで行ったおばけ屋敷！ 

・友達との２泊３日。修学旅行楽しかったよ！ 

・倉敷美観地区の建物がきれいだったよ！ 

・せとうち児島ホテルでの青木ジャパン！ 

・足が痛くても登りきった金刀比羅宮、最高！ 

・レオマのジェットコースターが楽しかった！ 

 

3-7・レオマワールド と～っても楽しかった！ 

・修学旅行 楽しかった！ おいしかった！ 

・ウォークラリー 山道を歩いて気分爽快！ 

・学校祭 脚本 道具作り 演技 頑張った！ 

・思いっきりボールを蹴って走った部活動！ 

・友達と作ったピラミッド かっこよかった！ 

・修学旅行 友達とお泊まり うれしかった！ 

・ノリノリのうどん作り 楽しかった！ 

3-8・大好きな綱引きで 3 年生が優勝したこと！ 

・修学旅行でみんなと一緒にすごしたこと！ 

・修学旅行でゴーカートに乗ったこと！ 

・修学旅行でみんなと泊まったこと！ 

・こんぴらさんでたくさんお土産を買ったこと！ 

・修学旅行でジェットコースターに乗ったこと！ 

・レオマでたくさんの乗り物に乗ったこと！ 

 

3-9・大好きな先生とたくさん遊んだこと！ 

・学校祭で、大好きなお相撲さんになったこと！ 

・先輩とアニメの話をたくさんしたこと！ 

・社会見学で新幹線を見たこと！ 

・バスケ大会でたくさん得点が入ったこと！ 

・球技大会で好きな友達と写真を撮ったこと！ 

・野外活動のカレー作りが楽しかったこと！ 

●愛ぴっく・部活動の結果 

『サッカー部』 

第１５回 愛ぴっくサッカー大会  

フレンドリーの部 第３位 

『美術部』  

   愛知県高等学校総合文化祭  

作品出品 男子１名 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQys6q1ZbSAhUHjpQKHT_PAS0QjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust48.html&psig=AFQjCNFMcgfNiWtGrX2dgJbD6xfnhV9cnQ&ust=1487404938283442
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT8Mbo1ZbSAhUFmZQKHTVoAWEQjRwIBw&url=http://www.sozai-library.com/sozai/1408&psig=AFQjCNHRodx4o6FL-JdK8WxVb0p_5oQTew&ust=1487405068012127
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●学校評価 自己評価 

 学校を良くするための学校評価の取組も PDCA サイ

クルで少しずつ前進しています。２月はまとめと評価を

する「C：Check」の時期になります。 

今年度の自己評価には、「一人一人」と「連携」がキー

ワードとなるまとめや評価が多くありました。各部や各

分掌が個々に取り組むだけでは大きな成果は得られま

せんが、つながることで成果が得られたサイクルが見え

てきました。例えば、新設した自立活動部では、児童生

徒一人一人に何が必要かを考えて校内支援を進めてい

ます。教務部が主務の教科領域会と連携して手順表を作

成し、研修部とは職員研修や教材・教具展で、情報部と

は情報発信に関して連携し、一人一人に必要な教材・教

具の有効活用に努めています。 

 また、「安全で気持ちの良い学習環境の整備」と「自立

活動の視点でせまる一人一人を大切にした授業展開」の

二点を外部の方から評価を受ける項目に設定しました。

評議員の方々に今年度の成果を見ていただき、外からの

目で、様々な御意見や御助言をいただきます。児童生徒

一人一人に成長の証があるように、学校評価にも前進の

証があります。３月末頃に更新される本校ホームページ

でぜひ詳細を確認してください。 

●ひがどんのひと言 

 

卒業 

おめでとう！ 

小学部：紙粘土で作ろう 小学部：木で作ろう（乗り物） 中学部：手のレリーフ 

中学部：コルクボード 高等部：スチロール版画 高等部：お面（トラ） 

【年度末及び年度初めの主な予定】

〈３月〉
3月  2日(木) 高等部卒業証書授与式

10日(金) 小・中学部卒業証書授与式
（小１～３家庭学習）

11日(土) 高等部入学オリエンテーション
17日(金) 平成28年度修了式

〈４月〉
４月 6日(木) 平成29年度入学式

7日(金) 第一学期始業式
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