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ため息よりも深呼吸（少しでも前へ） 

校長 門 脇 伸 也 

 

この顔を五月の風にあづけけり ( 三吉みどり ) 

 令和３年度の出発です。お子様の入学、進級おめでとうござ

います。 

緊急事態宣言がでましたが、本校は、昨年来の感染予防対策

を徹底して行いつつ、教育活動を続けてまいります。 

 さて、４月は「別れ」と「新しい出会い」の月です。本校で

ご活躍された１４名の方は、新たな勤務地ですでにご活躍のこ

とと思います。そして、心機一転８名の方を教職員としてお迎

えいたしました。本校の児童・生徒のために持てる力を発揮し

ていただけるものと期待しております。 

 この新しい体制の中で、子どもたちの年間目標を定めること

が重要となります。今は前の担当者から次の担当者へ引き継ぐ

過程を大切にしています。保護者の皆様にも家庭訪問や個別面

談による情報共有について、ご理解・ご協力のほどよろしくお

願いいたします。 

 ところで先日、中学部が新宿中央公園へ校外学習に出かけま

した。柔らかなみどりの若葉の間を吹き抜けていく風が心地よ

く、子どもたちも喜んでいました。この季節の風は、「若葉風」

「薫風」と呼ばれるほど気持ちの良いものです。冒頭の俳句か

ら、新緑の道をゆく爽快さを感じていただけたでしょうか。 

身近なところでの発見から、興味を広げていくことも、とて

も大切です。新宿中央公園は、区の整備事業により居心地がよ

く、校外学習には最適な場所です。近隣区及び区内には、他に

もまだまだ良い施設があります。それらを発掘して、コロナ禍

でも前向きな姿勢でいたいものです。 

 そして、全体保護者会ですが、このご時世で参集いただくこ

とが難しく、YouTube にて大まかな内容を配信しております。

ご覧いただけたでしょうか。 

 今後の予定として、５月の GW 明けに「離任式」を実施しま

す。時世柄、オンラインあるいはビデオメッセージによる離任

式となります。また、児童・生徒へ配布予定の新型タブレット

端末は、調整が済み次第、お届けいたします。それを機にオン

ラインによる保護者会の実施を予定しています。 

 コロナ禍による先行きの不透明感はあります。ため息をつき

たくもなりますが、深呼吸をして、切り替えていくことも必要

だと捉えています。本年度も本校の教育活動へのご理解・ご協

力をよろしくお願いいたします。 

 

↓カラー版はこちらから 

退職 

主任教諭  中川 さやか 退職 

教諭    中桐 萌果  産育休代替任期満了 

教諭    長嶋 泉実  産育休代替任期満了 

教諭    飯塚 侑里  期限付採用任期満了 

教諭    鎌田 沙織  期限付採用任期満了 

教諭    近藤 めぐみ 期限付採用任期満了 

養護教諭  岡村 亜古  期限付採用任期満了 

言語聴覚士 加藤 愛香  任期満了 

転出 

主幹教諭  屋代 里奈  東京都立村山特別支援学校 

主任教諭  神野 真弓  東京都立村山特別支援学校 

主任教諭  関  敬貴  狛江市立狛江第二中学校 

教諭    伊藤 竜矢  杉並区立済美養護学校 

教諭    倉部 真史  東京都立北特別支援学校 

教諭    畠山 和貴  板橋区立板橋第八小学校 

事務主任  川端 祐二  新宿区榎町特別出張所 

技能主任  櫛原 英樹  新宿区立西新宿中学校 

転入 

主幹教諭  船山 文   杉並区立済美養護学校 

事務主任  島田 由紀子 新宿区東新宿保健センター 

技能長   齋藤 千尋  新宿区立市谷小学校 

新規採用 

養護教諭    坂東 いづみ 

教諭      飯塚 侑里 

教諭      近藤 めぐみ 

教諭（期限付） 中村 智子 

教諭（期限付） 芳賀 あかり 

新規採用（新宿区会計年度任用職員） 

看護師   萩本 喜代子  成育医療研究センター 

言語聴覚士 加藤 悦子 

休職等 

養護教諭  油浦 光子  病気休職 

教諭    比嘉 翔子  病気休暇（５月より産休予定） 

教諭    山本 咲   病気休暇（６月より産休予定） 

教諭    菅  隆   病気休職（７月３１日まで） 

 



 

たくさんの人に「ありがとうございました」 

主任教諭 神野 真弓  

 新宿養護の教員としての４年間、たくさんの子ども

たちや保護者の方と出会い、かけがえのない経験をた

くさんさせていただきました。訪問指導では、様々な

関係者の方と出会う機会も多く、子どもたちの成長を

共に喜び合えたことが何よりも嬉しいことでした。 

これからも、皆さんの学校生活が豊かで笑顔のあふ

れるものになることを心から願っております。本当に

ありがとうございました。 

 

お世話になりました 

教諭 伊藤 竜矢  

 ４月から済美養護学校へ異動になりました。新宿養

護学校での５年間は、多くの人との縁に恵まれ、毎日

がとても温かでかけがえのない時間でした。特に昨年

度はコロナ禍で試行錯誤する過程で、改めて「チーム

新宿養護」の力を感じることができました。この素晴

らしい環境の中で今以上に力をつけた生徒の皆さんの

姿を見ることが今からとても楽しみです。本当にあり

がとうございました。 

 

４年間ありがとうございました 

主任教諭 中川さやか  

 教員生活３７年の最後の４年間を、新宿養護学校で

過ごすことができました。卒業式では、心の中で私も

卒業証書を受け取り、今までのたくさんの出会いに感

謝をしました。４月からは、心機一転新しい仕事にチ

ャレンジ中です。どこかで見かけましたら、ぜひ声を

かけてくださいね。 

「さよなら△また来て□。みなさんお元気で！」 

 

ありがとうございました 

教諭 畠山 和貴  

４月より板橋区立板橋第八小学校に異動になりまし

た。新宿養護学校での３年間は温かく、とても幸せな

毎日でした。今は感謝の気持ちでいっぱいです。児

童・生徒の皆さん、そして、お世話になった保護者の

皆様、本当にありがとうございました。 

 

明るく元気で笑顔を忘れずに！ 

主幹教諭 屋代 里奈  

 新宿養護学校では５年間お世話になりました。ひま

わりの花のように、明るく元気な皆さんからパワーを

いただき、毎日楽しく過ごすことができました。これ

からも笑顔を忘れずに、新しい仲間とともに様々なこ

とにチャレンジしてください。 

 保護者の皆様には、様々な面でご協力いただき、と

ても感謝しております。お子様の成長を陰ながら応援

しております。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました！ 

期限付任用教員 鎌田 沙織  

 まずは１年間お世話になり、本当にありがとうござ

いました。 

 この１年、子どもたちと共に過ごし、１人１人の魅

力的な笑顔や、成長していく様子を間近で見守ること

ができて、本当に嬉しかったです。 

 最後になりますが、新宿養護学校の皆さんの毎日が

笑顔であふれるものになるよう、心からお祈りしてい

ます。 

 

お世話になりました 

 主任教諭 関 敬貴  

３年間、訪問学級でお世話になりました。 

児童・生徒の皆さんの協力と、保護者の皆様のご理

解のおかげで、病院やご自宅、リモート学習などで、

楽しく授業をさせていただきました。ありがとうござ

いました。お身体を大切に、ますますご活躍くださ

い。 

 

ありがとう 

教諭 倉部 真史  

 新宿養護学校では、６年間お世話になりました。中

央公園での駅伝や新宿吉本での漫才鑑賞、蒔絵など楽

しいイベントがたくさんありましたね。忘れられない

思い出です。コロナ禍でなかなか外に出られません

が、楽しいことを見つけながら友だちとともに成長し

ていってください。 

 最後に、私の好きな言葉を皆さんに贈ります。 

 「ありがとう。」 

～離任した 

教職員より～ 
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ひまわりの笑顔 

技能主任 櫛原 英樹  

 キラキラした瞳でじっと見つめてくれる子、「主事

さ～ん」と声を掛けてくれる子、ボールを投げてくれ

る子、「電気が切れてるよ」と教えてくれる子……。

校内で出会う子どもたちの、ひまわりのような笑顔が

支えでした。いつも温かい言葉を掛けてくださった保

護者の皆様にも感謝しております。１１年間ありがと

うございました。 

 

 

6 木 安全指導 耳鼻科診（予備） 時差 

7 金 離任式 PTA 総会 
小１   ：１便下校 

小１以外：３便下校 

10 月   時差 

11 火  整形診 体重測定（中） 時差 

12 水 一斉１便下校 13:35 

13 木 眼科診（予備） 時差 

14 金 内科診（予備） 14:40 

17 月 体重測定（小） 時差 

18 火 水泳指導始 時差 

19 水 避難訓練 14:40 

20 木  小児診 歯科診 時差 

21 金   14:40 

24 月 東京医大看護学生実習始 時差 

25 火 水泳講師指導 時差 

26 水 
低学年こすもす・すみれグループ 

半日校外学習 
14:40 

27 木 
全国学力・学習状況調査 

（準ずる教育課程） 
時差 

28 金 中：外国語活動 個人面談始 14:40 

31 月 摂食相談 時差 

 

５月予定 

ありがとうございました！ 

産育休代替教員 中桐 萌果  

 みなさん、お元気ですか。１年間という短い間でし

たが、新宿養護学校のみなさんと一緒に勉強する事が

できて楽しかったです。忘れられない思い出がたくさ

んできました。４月から、都立水元小合学園で高校生

のお兄さん、お姉さんと勉強しています。まだまだ心

配な状況が続きますが、健康に気を付けてください。

ありがとうございました。 

 

ひまわりのように 

養護教諭 岡村 亜古  

新宿養護の皆さんお元気ですか。新しい担任の先生

やクラス・グループの友達とはうまくいっています

か。   

私は４月から新宿区立市谷小学校で勤務をすること

になりました。同じ新宿区ですので、皆さんとまたど

こかで会えたら嬉しいなと思っています。 

これからも健康に気を付けて、ひまわりのように明

るく伸び伸びと成長していってください。ありがとう

ございました。 

 

ありがとうございました 

  産育休代替教員 長嶋 泉実  

 新宿養護学校の皆さん、お元気ですか。１年間とい

う短い間でしたが、皆さんと一緒に過ごした日々は忘

れません。振り返るとたくさんの思い出があります。

できなかったことができるようになった日、一緒に笑

いあった日、頑張った日、成長した日。すべてが宝物

です。これからもたくさんのことにチャレンジしてく

ださい。大好きな皆さんのことを応援しています。本

当にありがとうございました。 

 

新宿養護のみなさま 

言語聴覚士 加藤 愛香  

みなさんとＳＴができることを楽しみに、頭を捻り

ながら教材の準備をしていました。みなさんの言語や

コミュニケーションの力に触れるたびに、その豊かさ

に驚かされました。先生も保護者の方々も、子どもに

対して熱心で、勉強させていただくことの方が多かっ

たです。温かい新宿養護を離れるのはとても寂しいで

す。 

 大変お世話になりました。みなさんの更なる言語の

広がりを祈っております。 

ありがとうございました 

事務主任  川端 祐二  

新宿養護学校では、３年間お世話になりました。 

みなさんの成長していく姿を見ながら働くことがで

き、とても楽しかったです。 

４月からは、同じ新宿区内の新宿区榎町出張所とい

うところで勤務をしています。もしどこかで見かけた

ら、ぜひ声を掛けてください。 

３年間、ありがとうございました。 


