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有終の美を飾る 

校長 門脇 伸也 

たんぽぽや 日はいつまでも 大空に 

            （中村汀女
ていじょ

） 
桜の花は咲き始め、３月 24 日は、いよいよ第 43 回卒

業証書授与式を迎えます。令和２年度は、新型コロナウイ

ルス感染症が世界中に蔓延し、これまでに誰も経験したこ

とのない一年となりました。多々直面する困難を乗り越え

ていく過程で、保護者、地域、関係機関の皆様へ感謝いた

します。 

さて、小学部６年生は、小学部での最後の活動に精一杯

の笑顔で卒業式へ臨もうと気持ちを高めています。 

そして、中学部３年生は、新宿養護学校への愛惜と上級

学校へ進学することへの期待が交錯し、何かと感慨深い複

雑な思いを抱いているように思えます。 

卒業式は、次のステップへ進む節目の式です。 

卒業することは、階段を一つ登るということです。階段

を一つ登れば、そこには今までとは違った人たちとの出会

いが待っています。そして、学ぶことも一段上のことを目

指すことになり、「新しいことへチャレンジ」する自分自

身への期待と覚悟をしっかりもつことが求められます。呼

名を受けて、しっかりと返事を告げる声や視線、指や腕を

動かして応えて一人一人の児童・生徒が卒業証書を受け取

る瞬間は、このことの意味が凝縮されてもいます。 

今年は在宅で卒業を迎えるお子さんもいます。また、オ

ンラインで卒業証書授与式会場と結んで参加するお子さ

んもいます。 

後輩たちへ良い姿をたくさん見せて、有終の美を飾れる

ことと思います。 

冒頭の中村汀女の春の俳句は、新宿養護学校での生活を

通して、新宿区という地域に根を広く深く根を這って、春

を待って咲くたんぽぽを巣立つ卒業生と重ねて掲載しま

した。何とものどかで平穏な春の情景が思い浮かんできま

す。 

この一年間、本校の教育活動へたくさんの皆様からの励

ましと支援に感謝いたします。次年度も変わらずよろしく

お願いいたします。 

 

           中学部 佐野 若葉 

感染症流行のため延期になっていた中学部３年生の

修学旅行代替行事が、３月９日に実施されました。食

品サンプル作り体験では、 

シリコンをソフトクリーム 

状に絞ったり、好きな色の 

ソースやトッピングを選ん 

だりして、三者三様の個性 

豊かなパフェを作りました。 

ランチは日本料理店に行き、和食のコース料理を楽し

みました。生まれて初めて食べる鮟肝や、出汁のきい    

た揚げ出し豆腐など 

を美味しくいただき

ました。３人揃って、

貴重な体験ができ、

良い思い出を作るこ

とができました。 

 

中学部 伊藤 竜矢 

３月２日に中学部でお楽しみ会を行いました。午前

中はスクールバスで新宿区周辺を巡りました。迎賓館

や新国立競技場など、様々なスポットを発見しました。   

その後は新宿中央公園の 

散策をしました。公園の景 

色を楽しみながら友達と記 

念撮影をして、沢山の写真 

を撮ることができました。 

午後は体育館で野球大会 

を行いました。２チームに 

分かれて接戦を繰り広げ、 

ホームランも飛び出す手に 

汗握る展開でした。短い時 

間でしたが、楽しい１日になりました。 

↓カラー版はこちらから 



 

  

素敵な先輩方へ 

         小学部１組 彦田 進  

 小学部６年生と中学部３年生のみなさん、ご卒業お

めでとうございます。新宿養護学校は、小さな学校な

ので、小１から中３までみんなが知り合いです。みな

さんとすれ違う時に、素敵な笑顔やあいさつ、苦手な

運動を頑張っている姿に出会いました。そんな全ての

活躍ぶりを、１組の弟たちや妹たちのお手本として見

ていました。４月から、さらにかっこよくなる先輩た

ちに期待しています。 

 

卒業に寄せて 

         小学部２組 渡部 高士 

 ご卒業おめでとうございます。４月から新たな環境

の中へ羽ばたいていく君たちへ、心からエールを送る

とともに、一つだけ伝えたいことがあります。 

 これから新たなスタートを切り、日々を過ごしてい

く中で困難に直面した時、残念ながらこれまで共に過

ごした先生は、君の隣にはいません。ただ、本当に苦し

い場面に遭遇した時は、新宿養護学校で学んできた

日々を思い返して下さい。君たちがこの学校で多くの

仲間や先生と出会い、その中で経験したことや学んで

きたことが、きっと君の支えになってくれるでしょう。

そして、その支えを糧に、何度転んでも、何度失敗して

も、立ち上がって前を向いて歩いて行ってください。 

「この学校には、こんなに強く、素敵な先輩がいたん

だよ。」と、君たちの後輩に、胸張って言えるような人 

になっていってください。 

ご卒業おめでとうござい 

ます。 

 最後に、２組の後輩か 

ら卒業される先輩方への 

プレゼントとして、みん 

なで力を合わせて制作し 

た作品「春の木」が２階 

廊下に掲示してあります。 

是非、見てください。 

 

卒業に寄せて 

         小学部３組 中川 さやか 

 ご卒業おめでとうございます。小学部の卒業生の３

人のみなさんとは、小学部３年生から６年生までの４

年間を共にすることができました。一人一人が強い魅

力を放つ３人が一緒になると、不思議な美しいハーモ

ニーが生まれ、まわりのみんなが笑顔になりました。    

今年度は、小６移動教室が中止になってしまい残念

でしたが、１０月１日に体育館を貸し切りにして行っ

た「小６ワンダーランド」では、音楽とアートの世界を

思う存分楽しむことができましたね。学校生活折り返

し地点を迎え、これからはいよいよ青春時代がスター

トします。これからも元気に、一歩一歩進んでいって

ください。 

 

 
卒業おめでとう 

         中学部 佐藤 真美 

 中学部の卒業生とは、一緒に中学部になり、３年間

を共に過ごしました。宿泊学習や校外学習等、楽しい

思い出がたくさんあります。３年生の一年間は、思い

通りにいかなかった事もありましたが、オンラインで

学習したり、人力車で新宿の街を走ったりと、これま

でと違った体験をして、心と身体も成長して逞しさを

感じました。きっと素敵な高校生になると信じていま

す。そして、ずっと応援しています。ご卒業おめでとう

ございます。 

 

出会いと別れ 

         訪問学級 片平 勇紀 

 訪問学級の担任となって、３年が経ちました。この

間において、子どもたちをはじめ、本当にたくさんの

方々と出会い、様々な協力をしていただいたことを改

めて感じます。皆さんと出会えたから、経験できたこ

とがたくさんあります。 

出会いには、別れもあります。だからこそ、出会えた

方々との時間を大切にすることが必要なのだと、今改

めて思います。これからも、子どもたちと過ごす瞬間

を大切にしていきたいです。 

この春、訪問学級では、地元の学校で卒業される方

も含め、中学部５名の卒業生を送り出します。みなさ

んがこれから様々な場所で活躍されることを心から願

っています。ご卒業おめでとうございます。 

卒業に寄せての 

メッセージ 



 

 

卒業おめでとうございます 

用務 櫛原 英樹 

 小学部のみなさんは６年間、中学部のみなさんが９

年間の学校生活を終え、いよいよ次のステップですね。

不安や心配もあるかもしれませんが、自分らしく進ん

でいってください。周りの人たちを幸せにする笑顔。

その宝物を大切にしてください。たくさんの思い出と

励ましをありがとうございました。 

卒業・進級おめでとうございます♪ 

養護教諭 岡村 亜古 

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。こ

の学校で一緒に過ごした時間は短かったですが、卒業

生の皆さんのきらきら輝く成長した姿をたくさん見せ

てもらいました。一生懸命に思いを伝えようとする姿

や、最後まで諦めずに前に進もうとする姿、難しかっ

たものができるようになった姿や、力を合わせてひと

つのものをやり遂げる姿など、日々成長していく様子

に自分自身も励まされていました。自分たちの可能性

を信じて、大きく羽ばたいていってください。応援し

ています。 

卒業に寄せて 

宮園自動車株式会社 船山 高義 

 新宿養護学校の担当になって約５年。学校を担当

するのは初めてだったので、みなさんを送迎しなが

ら様々なことを学びました。登下校の送迎やお出か

けの時の何気ないやり取り、そしてバスの中で見せ

たいろいろな表情や感情、日々成長していく姿。ど

れをとっても、今となっては素敵な思い出です。ま

たどこかで更に成長したみなさんに会える日を楽

しみにしています。ありがとうございました。ご卒

業、おめでとうございます。 

卒業に寄せて 
東京ケータリング株式会社 

給食室主任 市村 葉子 

ご卒業おめでとうございます。 

コロナ禍で給食室でも大変なことがたくさんありま

したが、皆さんの「おいしかったよ」「たくさん食べる

ことができたよ」などの声を聞くと、とても嬉しく元

気をもらうことができました。ありがとうございまし

た。皆さんの未来が幸せに満ち溢れていますよう、給

食室一同願っております。 

 

幸多かれ 

用務 富士 淳子 

 次のステージへ踏み出される皆様、おめでとうござ

います。心から祝福します。 

 少し窮屈な日常が続いていますが、楽しみを見つけ

て、小さな幸せが感じられる日々を過ごしていきまし

ょう。その幸せが心のエネルギーとなり、明日の活力

へと変化しますよ。 

 「今日感じた幸せはなんですか？」 

6 火 始業式 短縮授業  11:30 

7 水 入学式 短縮授業  11:30 

8 木 安全指導 短縮授業  11:30 

9 金 短縮授業  11:30 

12 月 

全校保護者会 給食開始 

身体測定（中） 

尿検査（一次） 

 時差 

13 火 整形診 尿検査（予備日）   時差 

14 水 身体測定（小）   14:40 

15 木 耳鼻科診 小児診   時差 

16 金 避難訓練   14:40 

19 月 家庭訪問① 一斉１便下校   13:35 

20 火 家庭訪問② 一斉１便下校    13:35 

21 水     14:40 

22 木 
家庭訪問③ 眼科診 

一斉１便下校  
  13:35 

23 金     14:40 

26 月 尿検査（二次）   時差 

27 火 尿検査（予備日）   時差 

28 水 はたらく消防写生会   14:40 

29 木 昭和の日     

30 金     14:40 

 

４月予定 


