
令和２年 3 月           学 校 だ よ り                 第 119 号（1） 

 

 

 

 

 

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

「 卒業おめでとう  」        校長 木下 志朗 
 例年になく暖かな冬も終わりを告げ、花咲く春を迎えようとしています。 

小学部１３名（訪問教育１名）、中学部２６名、高等部５９名の卒業生の皆さん、御卒業おめ

でとうございます。卒業は、人生の中での一つの節目です。今まで歩んできた道を一度振り返

ってみてください。 

  小学部卒業生の皆さんは、６年間の学校生活で身体も大きくなり、一人でできることが増え

ました。中学部卒業生の皆さんは、初めての作業学習に取り組み、働くことの楽しさや難しさ

を知りました。高等部卒業生の皆さんは、卒業後の進路に向けて社会を意識し、産業現場等に

おける実習に真剣に取り組みました。皆、それぞれ一日一日がとても充実した毎日だったこと

と思います。 

  さて、今までの道のりを振り返った後は、前を向いてください。次の節目に向かって一歩一

歩確実に歩みを進めてください。皆さんが今まで身に付けたものは、今後の人生に必ず生きて

きます。今後、皆さんが一回りも二回りも大きく成長していくことを願っています。 

  最後になりましたが、保護者の皆様、お子様の御卒業おめでとうございます。今後も本校の

教育活動に対し御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

第１１９号 

愛知県立一宮東特別支援学校  

〒491-0083 一宮市丹羽字中山 1151番地１ 

TEL：(0586)51-5311 FAX：(0586)78-8789 

 

 

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 

作業学習で一生

懸命作った製品を

た く さ ん 売 っ た

り、実演を行った

りすることができ

ました。お客様の

笑顔や、「ありがと

う」の言葉が励み

になりました。 

「ネイチャーグル

ープ」では、校内や校

外の散策をして、木

の葉の色の変化を楽

しんだり、暑さや寒

さを感じたりしまし

た。夏には水遊びを、

冬にはたこ揚げをし

て季節を感じながら

楽しみました。 

２月６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、３～６年生

の様々なお店で遊

んだり、小学部み

んなで楽しく活動

をしました。 
 

★小学部 小学部まつり 
クリスマスリ

ース作りをしま

した。いろいろな

触り心地の材料

に触れて遊んだ

後に飾り付けを

しました。すてき

なリースができ

ました。 

★訪問 授業の様子 

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

 

 

修学旅行 

校外学習 

卒業！！ 

運動会 

運動会 

学校祭 

学校祭 

修学旅行 

遠足 
校内実習 
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3－１ 

修学旅行♪初めてジェットコースターに乗ったこと！Ｉ・S 

修学旅行♪友達と一緒に同じ部屋で泊まったこと！  Ｉ・H 

社会見学♪名古屋駅で新幹線を見たこと！       Ｉ・S 

修学旅行♪友達と一緒にパイレーツに乗ったこと！  Ｉ・C 

修学旅行♪笑顔で絶叫マシンに乗ったこと！      O・T 

実習♪たくさん行って、仕事の勉強をしたこと！  K・R 

運動会♪チームワークを発揮して優勝したこと！   Ｈ・K 

学校祭♪せりふを覚えて浦島太郎を演じたこと！   M・Y 

3－５ 

修学旅行。旅館でみんな仲良く話しができた！   Ｉ・K 

学校祭！サッカー頑張った！！          Ｏ・K 

学校祭のダンス、楽しかった！！          Ｋ・A 

宿泊学習！楽しく過ごすことができた！！     K・R 

愛ぴっくで 8 位になって、決勝に出られた！    S・S 

サッカー部！得点入れるために頑張った！！    M・D 

「ふるさと」を大きな声で歌うことを頑張った！  Ｙ・R 

バスケの試合に選抜で出るために頑張った！！   Ｙ・R 

3－２ 

レオマワールドでビバーチェに４回乗ったこと   Ｓ・Ｍ 

高３の学校祭でせりふをたくさん言えたこと    Ｔ・Ｄ 

野外活動が楽しかった！             Ｔ・Ｔ 

修学旅行のレオマワールドが楽しかった      Ｈ・Ｍ 

部活動が大変だったけど部長として頑張った    Ｆ・Ｙ 

プールが楽しかった               Ｍ・Ｙ 

高１の学校祭で演奏が上手にできたこと       Ｍ・Ｈ 

アクアタイムズの「虹」の演奏がうまくいったこと Ｗ・Ｓ 

3－６ 

修学旅行でお土産が買えたこと！          I・R 

頑張って踊ったソーラン節！運動会！        I・K 

修学旅行でお買い物、楽しかった！         O・S 

社会見学で行った名古屋駅と修学旅行！       K・R 

修学旅行でうどん作ったこと！楽しかった！     K・M 

修学旅行で金比羅山に登ったこと！         T・F 

遠足で行ったリニア鉄道館＆修学旅行！       T・Y 

学校祭の舞台発表、大成功！            Ｙ・Ｋ 

3－３ 

宿泊学習でのバケツリレーが楽しかった！     O・H 

テーブルマナーの料理がおいしかった！            S・R 

野外活動のときに、すべって転んだのもいい思い出！N・Y  

修学旅行でジェットコースターに乗ったこと！   S・H 

大好きな新幹線に乗れた修学旅行！        H・K 

毎日みんなと過ごせたこと！！          F・A 

修学旅行で友達とゴーカートに乗ったこと！！   F・H 

運動会優勝！！                 H・M    

3－７ 

実習をして、就職合格に向けて努力したこと     E・H 

学校祭で発表したウルトラマン、楽しかった！    K・R 

レオマ。６・７組合同で行った。楽しかった！     K・M 

修学旅行、レオマワールドが楽しかった！        S・Y 

友達と行った修学旅行が楽しかった！         T・T 

部活動も授業も頑張った！             T・T 

レオマで友達や先生とアトラクションに乗ったこと  M・S 

歓迎演奏で「虹」のダンス頑張った！         Y・K 

3－４ 

運動会、学校祭、楽しかった！！          Ｉ・Ｒ 

サッカー部、ボールを蹴って頑張りました！    Ｋ・Ｙ 

修学旅行、レオマワールド楽しかった！       Ｋ・Ｓ 

美術の授業、頑張りました！                  Ｓ・Y 

学校祭、ダンス頑張った！楽しかった！        S・Ｎ 

運動会、頑張った！優勝できた！             Ｓ・Ｒ   

バスケ部、頑張った！たくさんシュートが入った！  Ｆ・Ｋ 

野外活動、みんなでつくったカレーおいしかった！  Ｆ・Ｈ 

3－８ 

三年間で外周 1000 周突破！頑張ったー！      I・Y 

学校祭での熊との相撲！頑張った！         K・Y 

たくさんの友達や先生と毎日一緒で、楽しかった！  Y・Y    

●高等部の取組と成果 

 

 

 

 

★【女子バスケットボール部】 

第２４回愛知 FIDバスケットボール交歓大会 第３位 

★【パソコン部】愛知県高等学校職業教育技術検定 

コンピューター技術検定キータッチ部門 ３名合格 

 

★第１８回キラキラっとアートコンクール 

優秀賞受賞３名 

★第３８回愛ぴっく陸上競技大会 

女子走り幅跳び第２位 女子ソフトボール投げ第１位 
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 ●学校評価 自己評価 

 今年度の重点目標は「安全で気持ちの良い学習

環境の整備」「12 年間を見据えた、継続性・系統

性を考慮した教育活動の推進」の 2 点でした。 

 今年度は、教室のエアコン工事がほぼ完了し、 

環境面での整備が進みました。指導面について

は、児童生徒の実態把握に基づいた支援・指導を

改めて見直す機会を得て、全校で会議や研修を行

う中で人権を尊重し、児童生徒に寄り添った支援

や指導について共通理解を図りました。 

 自立活動の充実のため、チェックリストの活用

の研究に取り組み、児童生徒の実態把握をより充

実させることができました。来年度以降の自立活

動の指導に生かしていきます。 

 今年度初めて保護者アンケートをとりました。

詳細は別途お知らせしますが、おおむね児童生徒

は楽しく学校生活が送れているとの評価をいた

だきました。保護者の皆様からいただいた御意見

は来年度の教育活動に生かしていきたいと思い

ます。御協力ありがとうございました。 

●ひがどんのひと言 

 

 

卒業 

おめでとう！ 

＜一宮手をつなぐ子らの教育展＞ 

令和２年１月３１日～２月４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。 

【年度末及び年度初めの主な予定】

〈３月〉
3月  ２日(月) 高等部卒業証書授与式

1２日(木) 小・中学部卒業証書授与式
（小１～３家庭学習）

19日(木) 令和元年度修了式

〈４月〉
４月６日(月) 令和２年度入学式

7日(火) 第一学期始業式


