
 学校だより  

                つよく あかるく すなおに 

学校教育目標 

学ぶことを楽しみ、次の学びに意欲がもてる子どもを育てる 
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はじけるエネルギーで 

学校長 紀藤 典夫 

雪かきもスキーも早く片付けなければ、と思うほど足早に春がやってきました。桜前線は

すでに仙台を通り過ぎ、間もなく函館にも到着します。 

今年も新しく小学部 3名，中学部 6名，高等部 8名の新入生をお迎えいたしました。入学

されたみなさん、おめでとうございます。また、進級されたみなさん、おめでとうございま

す。この間、長期の臨時休校となり、子どもたちにとっても保護者のみなさんにとってもは

じめての経験で、戸惑いも少なくなかったのではないでしょうか。まだ油断はできません

が、休校の間にたまったエネルギーが新しい仲間と共に力いっぱい発揮されて、早くに何の

心配をすることもなく、学校に子どもたちの声があふれることを願っています。 

さて、これまで本校でご活躍いただいた先生方の転出に代わって、新しく 12名の先生と

用務員さんが着任し、大学院での研修を終えた先生、育児休業を終えた先生も加わりまし

た。新しいチームで、今年も子どもたちと共に学んでまいります。保護者の皆さま方の変わ

らぬご理解とご協力を、どうかよろしくお願いいたします。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号 

 北海道函館聾学校から参りました。児童生

徒の皆さんが「つよく あかるく すなお

に」育ち、楽しく学べる環境を作れるように

頑張りたいと思います。よろしくお願いいた

します。    金木 彩子（小学部所属） 

4月から非常勤講師をさせていただくことに

なりました、宮野希です。子どもたちと一緒に

笑顔のあふれる時間を過ごしていきたいと思っ

ています。1年間よろしくお願いいたします。          

 宮野 希（中学部所属・非常勤講師） 

 

 北海道教育大学附属函館小学校から参りま

した。子どもたちとともに、「つよく あかる

く すなおに」学ぶ楽しさを味わっていきた

いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

伊藤 光（中学部所属） 

 

 七飯町立大沼中学校鈴蘭谷分校から赴任し

ました。特別支援学校へは８年ぶりの勤務と

なります。初心に帰って子どもたちと共に学

んでいきたいと思いますのでよろしくお願い

します。    若山 大輔（中学部所属） 

 

 この度、非常勤講師として勤務することに

なりました、松倉恵です。児童生徒の皆さん

と過ごす学校生活を、とても楽しみにしてい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

松倉 恵（小学部所属・非常勤講師） 

新しい職員を紹介します

 

 育児休業より復帰しました。本校で勤務し

てからは初めての小学部のため、少し緊張し

ていますが、子どもたちの元気に負けないよ

う頑張りたいと思います。よろしくお願いし

ます。   長谷川 ひかる（小学部所属） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小 学 部  主事 中條 由紀子 主任 西村 祐紀 

学級 
１組 

（１・２年） 

２組 

（３・４年） 

３組 

（５・６年） 

担任 

副担任 

小島 洋平 

金木 彩子 

長谷川ひかる 

中村 耕太郎 

辻  洋子 

江﨑 拓郎 

学部所属 西村 祐紀 

 

○中 学 部    主事 郡川 孝行  主任 林田 子竜 

学級 1年 2年 3年 

担任 
山下 小幸 

若山 大輔 

山田 俊寿 

前野 景子 

笠井 純 

林田 子竜 

学部所属 鈴木 美乃 伊藤 光 

 

○高 等 部    主事 土屋 和彦  主任 髙石 純 

 

 

 

 

          

学級 1年 2年 3年 

担任 
加藤 順也 

千田 晶子 

岩田 満 

齊藤 留美 

早坂 洋次郎 

村上 望 

学部所属 髙石 純 山口 詠子 鈴木 美喜子 

日 曜日 行  事 日 曜日 行  事 

８日 水 
令和２年度着任式・第１学期始業式（午前） 

令和２年度入学式（午後） 

2１日 火 内科検診 

2２日 水 視力検査（高等部） 

15日 水 身体測定（小・中学部） 2４日 金 聴力検査（中１・３） 

16日 木 身体測定（高等部） 29日 月 昭和の日 

20日 月 
視力検査（中学部）聴力検査（高１・３） 

全体保護者会 PTA総会 学部・学級懇談会 

４月の行事予定 

 

校 長（併） 紀藤 典夫 

副 校 長  太田 千佳子 

校内教頭(兼)  郡川 孝行 

小学部主事  中條 由紀子 

中学部主事  郡川 孝行 

高等部主事  土屋 和彦 

養護教諭       塩村 文子 鈴木 美喜子        

事務職員       菅原 立樹 

事務補佐員  土肥 由香 

用 務 員  狩野 忠明 

校務補佐員  高林 泰浩 

校務補佐員  中島 卓弥 

非常勤講師   

（小学部）  八木 恭子 

       金丸 紀子 

       松倉 恵 

       米田 真緒 

（中学部）  和田 恵理奈 

       井下 和枝 

       宮野 希 

       中村 龍平 

（高等部）  畑中 佳子 

       山本 やす代 

       村上 槙 

学級担任等をお知らせします 

 

北海道函館聾学校から参りました。皆さん

が豊かな心で、充実した学校生活を送ること

ができるよう、一生懸命頑張りたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

千田 晶子（高等部所属） 

オホーツク管内の訓子府町立訓子府中学校

より参りました。子どもたちの自立に向けて

微力ながら力を尽くしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

村上 望（高等部所属） 

 根室管内の中標津支援学校から着任しまし

た。一日も早く学校生活に慣れて、子どもた

ちの自立のために頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

岩田 満（高等部所属） 

 直接、児童生徒の皆さんと接することは少

ないかもしれませんが、快適な学校生活を送

ることができるようサポートさせていただき

たいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。     狩野 忠明（用務員） 

非常勤講師として勤務することになりまし

た、中村龍平です。子どもたちの成長の一助と

なれるように努力していきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

中村 龍平（中学部所属・非常勤講師） 

 

２年間の大学院研修を終えて戻ってまいり

ました。また附属特別支援学校の皆さんと共

に楽しく充実した学校生活を過ごしていきた

いと思っています。よろしくお願いします。 

高石 純（高等部所属） 


