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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、校庭の木々の芽も少しずつ膨らんでまいりました。今年は、小学部 19 名、中学部 33

名、高等部 55 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。友達同士仲良く

遊んだり、運動したり、落ち着いて学習に取り組めるようになりました。中学部では、その力をさらに確かなも

のにしてください。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、学んできたと思い

ます。社会に出る人、高等部に進む人、道は分かれますが、身につけた力をさらに伸ばしてください。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に取り組みました。部活動で愛ぴ

っくの大会にも出かけました。大会で賞状やメダルをもらったこと、友達と楽しく過ごした野外活動、修学旅

行、学校祭などたくさんの思い出ができました。本校の校訓にあるように、「あかるく」希望をもち、愛情「ゆ

たかに」、「たくましく」自立した生活を送ってください。卒業生の皆さんがこれからもそれぞれの場で活躍でき

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。

新しい生活を迎えるお子様をこれからもあたたかく見守りいただきたいと思います。また、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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スクールキャラクター 

「ひがどん」 

東風
こ ち

 

★高等部 販売実習 ★中学部 いきいきタイム 

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。 

「ミュージックグルー

プ」では、手作り楽器を使

ってダンスを踊ったり、

「太鼓の達人」の DVD を

見ながら太鼓をたたいた

りしています。ニコニコ笑

いながら楽しんでいます。 

絵本「わたしのワンピ

ース」を使って、お話遊

びをしました。３拍子の

リズムにのって、♪ポン

ポン♪とスポンジで色

を付け、色画用紙いっぱ

いにお花を描きました。 

２月８日（木）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、他

学年のお店に遊びに行ったりして、小学

部みんなで楽しく活動しました。 

ｍ 

★訪問教育 授業の様子

子 

★小学部 小学部まつり 

 

 

 

http://www.ichinomiyahigashi-sh.aichi-c.ed.jp/
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizqLelsqLZAhXJe7wKHYfUBJgQjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2136470094990175201/2136470117290215203&psig=AOvVaw3sKrIeEGavdNS0yziYpF44&ust=1518594101379552
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjExPbvx7HZAhVIW7wKHRo6CewQjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2135316184330203601&psig=AOvVaw0kG6QqmNW_ESMlZLBgf7kL&ust=1519115338505847


平成 30 年 3 月           学 校 だ よ り                 第 111 号（2） 

 

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！！ 修学旅行 

校外学習 

運動会 

学校祭 

修学旅行 

運動会 

学校祭 

校内実習 

遠足 
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3－１ 

ホテルで、みんなとカルタをしたこと！       I・T 

ホテルの部屋で、刑事ごっこをしたこと！      O・R 

岡山城で、お皿作りをしたこと！           S・T 

宿泊学習や修学旅行が楽しかった！           S・M

みんなと一緒に、フェリーに乗ったこと！     H・M

ホテルで、友達と遊んで笑ったこと！       H・K

映画村で、こぶ鯛にえさをあげたこと！      H・D 

3－2 

  サッカー部で三年間がんばりました         I・K 

お出かけ、ラーメン、ジャイア～ン!!           K・Y 

レオマのビバーチェ乗りまくり、大爆笑！       T・K 

新幹線、フェリー、ロープウェイ楽しかった！   H・K 

東祭りのせりふをがんばりました            H・A  

テーブルマナー、ホントにおいしかった！      H・Y 

修学旅行、今度はお母さんと行きたいな！       Y・M 

3－３ 

テーブルマナーでみんなとしゃべったこと！    I・A 

テーブルマナーの料理がおいしかったこと！    O・H 

フェリーの甲板でけん玉を披露できたこと！  T・Y 

修学旅行、みんなでお風呂に入ったこと！     H・D 

ジェットコースターに乗って嬉しかった！     H・Y 

レオマワールドでトーマスに乗ったこと！     M・Y 

テーブルマナーでおいしい物を食べて幸せ！    Y・K 

たくさんの先生達と仲良くなれたこと！      Y・K 

3－４ 

テーブルマナーのステーキ、おいしかったよ！   Ａ・Ｋ 

修学旅行、岡山城でお皿を作ったこと！      Ｏ・Ｍ 

愛ぴっく、みんなと力を合わせて優勝できた！   Ｋ・Ｈ 

レオマでトーマスの電車に友達と乗ったこと！   Ｔ・Ａ 

運動会、リレーの選手で一生懸命走ったこと！   Ｔ・Ｍ 

学校祭、せりふやダンスを覚えて頑張ったよ！   Ｔ・Ｙ 

テーブルマナー、会場の雰囲気が良かった！    Ｎ・Ｔ 

スウェーデンリレー、全力疾走、頑張った！    Ｍ・Ｇ 

★高等部の思い出（高 3） 

3－５ 

運動会のソーラン節、頑張って踊った☆     Ｉ・Ｈ 

運動会で綱引きを頑張った！勝ったー☆     Ｏ・Ｙ 

1 年生の運動会で、組体操を頑張った☆     Ｋ・Ｎ 

陸上大会の幅跳びで銅メダルを取った☆     Ｋ・Ｒ 

瀬戸内フェリーに乗って、海を見たよ☆     Ｋ・Ｒ 

修学旅行、青木先生のいびきが・・・☆     Ｂ・Ｋ 

友達と一緒に給食や授業に参加できた☆     Ｍ・Ｎ 

リニア鉄道館で電車や新幹線を見れた☆     Ｍ・Ｒ 

3－６ 

修学旅行で行ったレオマワールド              I・A 

宿泊学習のリアル野球盤ゲーム                K・T 

社会見学うまい忠助のダブル丼                K・A 

総合で好きな武器を作った                  J・N 

修学旅行フェリーで小豆島                 T・Y 

毎日楽しめた Ipad で動画                   T・Y 

現場実習奮闘！進路先決定！                 M・Y 

修学旅行みんなで行った島旅                 B・M 

3－７ 

永遠のマドンナ、まみ先生に会えたこと      A・K 

修学旅行でフェリーの中が楽しかったです     S・M 

H・R で鬼ごっこやかくれんぼをしたこと    H・T 

宿泊のとき、野球盤ゲームで優勝したこと     M・A 

三年間、部活を頑張った。試合も頑張った    M・Y 

木工班でマルチボックスうまくできました    Y・H 

社会見学でみそ煮込みうどんを食べたこと    W・M 

3－８ 

初体験づくし！2 泊 3 日の修学旅行           Ｋ・Ｒ 

新幹線・フェリー・ロープウェイ！           Ｈ・Ｍ 

●愛ぴっく大会 各部活動の活躍 

｢バスケットボール部｣ ・・・男子２部 優勝 

｢サッカー部｣     ・・・Ａチーム ５位 Ｂチーム ４位 

｢フライングディスク部｣・・・団体戦 Ａチーム 11 位 Ｂチーム 17 位 
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●学校評価 自己評価 

  本年度も本校の教育活動に御理解、御協力ありがとうご

ざいました。今年度の学校評価の重点目標は「安全で気持

ちの良い学習環境の整備」と「12 年間を見据えた支援を

進める」でした。 

  「安全で気持ちの良い学習環境の整備」では、今年度は

J アラートや東南海トラフ地震への対応が必要となり、マ

ニュアルの作成に取組んだり、備蓄食糧の三日分の整備や

500ｍｌのペットボトルの購入を進めたりしました。また

食物アレルギー対応として、修学旅行、野外活動、社会見

学など校外で飲食する場合の対応マニュアルを作成しま

した。 

  「12 年間を見据えた支援を進める」では、各部におい

て、卒業後社会に出たときに必要な力を見直しました。目

標や支援内容等を検討し、部の職員全員で共通理解を深め

て日々の支援に生かしていくことができました。また、全

職員で新学習指導要領の研修を実施し、児童生徒の実態に

合った、12 年間のつながりを考慮した新しい教育課程編

成に向けての意識を高めることができました。来年度以降

の取組に生かしていきます。 

  今年度の学校評価につきましては、HP 上に掲載させて

いただきます。一年間ありがとうございました。 

●ひがどんのひと言 

 

【年度末及び年度初めの主な予定】

〈３月〉
3月  2日(金) 高等部卒業証書授与式

14日(水) 小・中学部卒業証書授与式
（小１～３家庭学習）

1０日(土) 高等部入学オリエンテーション
２０日(火) 平成2９年度修了式

〈４月〉
４月 6日(金) 平成３０年度入学式

９日(月) 第一学期始業式

卒業 

おめでとう！ 

＜一宮手をつなぐ子らの教育展＞ 

平成 30 年 2 月 2～6 日まで、一宮スポー

ツ文化センターにて作品展がありました。本

校からは、一宮市在住の小学部 3・5 年生、

中学部 2 年生、高等部 2 年生、パソコン部、

家庭部の作品を展示しました。 
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