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「28 年度が始まりました」

校長 岩澤佳代子

地域の皆さまには日頃より温かいご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
今年度、相模原養護学校は、小学部・中学部・高等部、合わせて 183 名でスタートいたしました。入学式では少
し不安な表情を浮かべていた新入生も、学校生活が始まって日が経つにつれ、生き生きと、活発になっていきます。
子どもたちが、学びの場で、その人らしく成長していく姿は、年間の授業計画を立て、一人ひとりに応じた教材を
作り、自立と社会参加に向けて全力で支援している教職員の大きな励みになっています。
平成 19 年に特別支援教育が法制化されて、10 年目を迎えました。その間、平成 24 年には中央教育審議会から「共
生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」の報告が出され、平成 28
年 4 月 1 日には、いわゆる「障害者差別解消法」が施行されました。日本の社会が大きく変わろうとしていること、
そして障害児者を取り巻く世の中の動きがとても早くなってきたことを実感します。
特別支援学校も共生社会の形成に向け、教育活動を通じて社会からの要請に応えていく
必要があります。「地域に根ざし、社会とつながる特別支援学校」を目指し、児童生徒の
学びの場の充実とインクルーシブな社会の実現に力を尽くしてまいりたいと存じます。
今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。

「よろしくお願いします」 副校長 三橋幸彦
皆様、こんにちは。副校長の三橋です。赴任二
年目となりますが、今年度もどうぞ、よろしくお
願いします。
昨年度は、保護者・地域の皆様のご理解とご協
力をいただき、無事に体育館棟の耐震化工事が終
了し、毎日、子どもたちは、授業や行事だけでな
く昼休みにも元気いっぱい体育館で汗を流してい
ます。ご協力ありがとうございました。
さて、今年の４月よりいわゆる障害者差別解消
法がスタートしたことはご存じのことと思いま
す。この法律の目的は、
「障害のある人もない人も
共に暮らせる社会」
、つまり「共生社会」の実現を
目指しています。
地域にある学校として、皆様
との活動やふれあいを通じ、相
互理解を一層進めていけたら
と思います。どうぞ、よろしく
お願いします。

「安心・安全な学校づくり」

教頭

山﨑明久

新任教頭ですので校長、副校長に支えられながらの毎日
です。今も学校内の様々がわからず、苦労をしております
が、自分が感じているこの不安感や困り感を大切にして、
教育環境の改善につなげていきたいと思っています。
例えば、印刷室にあるコンセントの電源に ON・OFF の表示
がなく、さらにシュレッダーの電源スイッチにも表示がない
ため、様々な組み合わせを試してようやく紙を裁断できたと
いうことがありました。慣れれば、表示がなくてもできるよ
うになり不便さを感じなくなるのでしょうが、ユニバーサル
デザインの視点から考えれば初めて操作する人でもすぐに
できるようにしておく必要があります。しばらくすると感じ
なくなってしまうであろう困り感を一つ
でも多くキャッチし、改善して、お子さ
んたちにとってさらに安心で安全な学校
となるように努めて参ります。
どうぞよろしくお願いします。
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平成 28 年度

相模原養護学校

主な行事

５月
15 日～17 日 分教室 修学旅行

11 月
25・26 日 学習発表会

６月
本校高等部・分教室 現場実習期間
30 日 シェイクアウト訓練

12 月
８日 前期入学選抜
22 日 ２学期終業式

７月
17 日 PTA ミニコンサート
20 日 １学期終業式
30 日 夏祭り

１月
10 日 ３学期始業式
27 日 シェイクアウト訓練
30・31 日 分教室１年 現場実習

９月
１日 ２学期始業式
８日 緊急下校訓練
10・11 日 分教室 橋本高校文化祭
25 日～27 日 本校高等部修学旅行
27 日～10 月３日 期末面談

２月
３日 高等部 職業バザー
22 日～28 日 期末面談

10 月
４日 シェイクアウト訓練
５日～７日 中学部修学旅行
11 日～12 日 小学部修学旅行
13 日 開校記念日
14 日～20 日 学校へ行こう週間
17 日～本校高等部・分教室 現場実習期間

３月
10 日 高等部 卒業式
17 日 小・中学部 卒業式
24 日 修了式・離退任式

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
によるボランティア公演

夏のつどいのお知らせ

4 月 27 日(水)、体育館にやさしく柔らかな音
色が響きわたりました。神奈川フィルハーモニ
ー管弦楽団によるボランティア公演が行われた
のです。
体育館に集まるたくさんの児童生徒たち。
「いつ始まるのかな？」という期待感を胸に少
しザワザワしていた会場が、演奏が始まると一
変！皆、その音色に耳をかたむけていました。
楽器紹介では、木管五重奏の楽器が１つずつ
紹介されると、目をこらして見ている人が多く
いました。ホルン奏者の方が象の泣き声を再現
すると、驚きの声が聞かれるとともに顔がほこ
ろびましたね。
ジブリメドレーが演奏されると、手拍子をし
たり、
「さんぽ」を歌ったりして、会場に一体感
が生まれ、各々楽しむことができました。
普段なかなか触れる機会のない木管五重奏の
生演奏会は、美しい音色が児童生徒の心に染み
渡る大変いい機会になりました。

夏休みのイベント「夏のつどい」が近づいてき
ました！福祉事業所・PTA の協力を得て、今年も
開催されます。楽しいお店や、盆踊り、バザーを
行います。
ヨーヨーや輪投げなどがあります。福祉事業所
では縫製品やビーズ小物などの自主製品があり
ます。 たくさんの方々のご参加をお待ちしてお
ります。
日時：７月 30 日(土)
14：00～15：40
場所：相模原養護学校前庭
(雨天 体育館)
なお、駐車場には限りがありますので、
公共の交通機関をご利用ください。
多くの皆様のご来場、ありがとうございました。
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小学部
小学部は新転入生４名を迎え、児童数 24 名にな

中学部
新設のえびな支援学校が開校したのに伴い、ぐ

りました。４月当初は新しい担任にとまどっていた

っとスモールサイズ化した今年度の中学部です。

児童も、今はすっかり馴染み、楽しく活動していま

全部で 19 人の生徒（１年生３人、２年生６人、

す。

３年生 10 人）と 10 人の教員（学部長を含む）で

今年度はえびな支援学校が開校されたこともあ
り、児童数が大幅に減りました。その関係で授業は、

新年度を迎え、２ヶ月が過ぎました。
人数減に伴い、水曜日の「作業」の班が減って

学年を超えて「小低、小高」での合同授業の機会が

しまったのですが、廃止になった農園芸班の活動

増えました。

内容が今年度は学年単位になり、それぞれの学年

先日の学部集会では、新転入生を歓迎する在校
生、緊張しながらも皆の前で元気に自己紹介をする
新転入生、最後は小学部全員でパラシュートを行な
い大いに盛り上がりました。
今年度は学習発表会が予定されています。日ごろ
の学習の成果を存分に発揮してくれることを期待
しています。
今年度もよろしくお願いします。

カラーを活かした畑作業を「生活」の時間に行っ
ています。
昨年度は２階と３階に分かれていた教室も、今
年度は一つのフロアに全学年が横並びとなり、着
替え等の場面で自然な学年間交流が行われてい
ます。
小回りの効くサイズで機動力がアップした利
点を活かし、楽しい学びの場づくりを学部職員一
同で心がけたいと思います。

高等部

分教室

高等部（本校）では 30 名の新入生を迎えて３学

橋本分教室は、１年生 14 名、２年生 15 名、３

年 97 名で新たなスタートを切りました。緊張気味

年生 14 名の 43 名でスタートしています。５月ま

だった１年生は新しい友達や環境にも徐々に慣れ

でに、修学旅行や、校外宿泊等の旅行的な行事が

て「職業」の授業も始まるなど学校生活の流れがで

終了しました。３年生はクラスのまとまりを感じ

きてきました。２年生は５月にさっそく足柄ふれあ

ました。グループ別の行動も自主的に行動できた

いの村へ宿泊学習に出かけ、さわやかな緑の中楽し

上、最終日の夜もまとまってレクリエーションを

い思い出を作ることができました。３年生は実習の

楽しんでいました。校外宿泊では、２年生が上級

事前面接や産業現場実習にそれぞれのスケジュー

生らしさを発揮し、仲間や下級生を気遣うことが

ルで取り組み、緊張感がある中、最後の 1 年間をし

できる等、成長を感じさせてくれました。

っかりと将来に向かって歩み始めました。高等部の

そんな５月も終わり、現在は、現場実習の真っ

生徒一人ひとりが達成感を感じながら「なりたい自

只中です。職業の授業や、現場実習は、分教室の

分」のイメージを膨らませて笑顔で学校生活を送れ

大きな柱です。３年生は進路決定にむけて、２年

ることを願っています。

生は、経験を積み、適性を判断するために、１年
生は、校内実習を経験し、企業や施設の見学によ
り、それを知識として蓄える･･･と、それぞれの
立場で、将来の自立に向けた学習に取り組んでい
ます。
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高等部２年

野外宿泊学習

５月 18 日（水）から 20 日（金）までの２泊３日で、足柄ふれあいの村に行って来ました。今回は
２泊ということで活動が増えました。１日目のメインは野外炊事。事前に学校でカレー作りを行った
こともあり、美味しくできました。薪で焚くごはん（真っ白いごはんとおこげもあり）とカレーは格
別でした。２日目のメインはハイキング。村内散策組と最乗寺コース組に分かれて活動しました。最
乗寺境内には樹齢 400 年以上の杉林をはじめ、天狗の銅像や鉄下駄などがあります。その中をそれぞ
れの闘志を燃やして（！？）
、最後は 216 段の階段を登り（心臓バクバク）、ついに奥の院まで行って
来ました（ヤッター！！願い事が叶うかな・・・）
。夜はキャンドルファイヤーでエネルギーを発散
し、ナイトウォークでは希望者でちょっとおとなの雰囲気を味わいました。来年は修学旅行でー
す！！！

平成 28 年度

分教室３年修学旅行（神戸・大阪）

１日目は、メリケンパークに行き

★修学旅行思い出ランキング★

ました。海洋博物館にあるカワサキ

１位

USJ

ワールドでは、バイクに乗れて楽し

２位

道頓堀

かったです。神戸ポートタワーで

３位

大阪城

は、エレベーターに乗ってポートタ
ワーの上まで行ってきれいな景色
を見ました。最後にポートタワーの
前でみんなで写真を撮りました。
修学旅行の一番の思い出は、
USJ です。ハリーポッターのア
トラクションでは、映像に合わ
せて座席が揺れ、まるでジェッ
トコースターのように動き、映
画の中へ入っているみたいな感
じを味わえて楽しかったです。

