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令和４年度の出発に向けて 
 校長 門脇 伸也 

 

春風(はるかぜ)や 闘志(とうし)いだきて 丘に立つ 
（高浜虚子） 

 

 晴天に恵まれる中、第 44回入学式が行われ、小学部３名・中学部３名の新入生を迎えて、令和４年度が児

童・生徒数 34名で始まっています。また、教職員 12名が異動や退職となり、新たに 11名を迎えて新体制で出

発いたしました。一月が過ぎ、さわやかな風が身も心も明るくしてくれる清々しい季節を迎えていますが、新型

コロナウイルス感染症は治まる様子がなく、気を緩めずに感染症予防対策を行い、「校内に持ち込まない、持ち

込ませない」を今後も徹底してまいります。 

 さて、コロナ禍において教育の質の向上を図るため、令和２年度から３年度の２年間は新宿区の教育研究校と

して、算数・数学を取り上げた教科等の研究により、授業改善に取り組んできました。さらに、令和４年度から

令和５年度の２年間は、新宿区の教育課題であるＩＣＴ機器の活用について区より教育課題研究校として取り組

むことを拝命しております。このことにより、新宿区版ＧＩＧＡスクール構想による児童・生徒一人１台のタブ

レット端末の活用は、より一人ひとりの教育的ニーズに合った使用へと繋がっていくことと捉えております。 

 続いて、本区の区内小・中学校の副籍制度の活用は、全国的にも例のない高さを維持しており、区内小学校へ

の医療的ケア児の入学受け入れとその理解も相まって、教育行政・児童福祉・医療関係の連携により具体的なこ

とが１つずつ動き出しています。初期食の胃ろうからのシリンジ注入、人工呼吸器装着の児童・生徒の学びの機

会の保障、医療的ケア児専用通学車両の増台と看護師同乗、就学奨励費の一部改正など、本区のみならず社会の

流れの中で動き出しています。本区ならではのインクルーシブ教育の実現に向けて一歩ずつ進んでいるのではな

いでしょうか。 

 最後に、新宿養護学校は学びの場です。とりわけコロナ禍での学校運営は安全を第一に優先します。今後は、

ますます医療との連携が課題となっていきます。新宿養護学校の対応は慎重すぎる、あるいは融通がきかないな

ど思われることがあろうかと思います。このような場合は関係機関や地域の皆様、あるいは保護者様には丁寧に

ご説明を行い、引き続きご理解とご協力をお願いしてまいります。これからもよろしくお願いいたします。 
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↓カラー版はこちらから 
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新宿養護学校というところ 
主任教諭 彦田 進 

 まったく食べなかった給食を全部食べられるように

なったり、すぐにゴロゴロ転がっちゃっていたのに自

分で着替えができるようになったり、逃げても逃げて

も「抱っこして～」と追っかけてきたり、「はじめます」

に合わせて５回手を叩けるようになったり、ボールを

投げて「ふん」としていたのが「遊んでよ」と泣くよう

になったり、目も合わせられなかったのが「昼休み何

する」と相談できるようになったり……。全校の全員

一人ひとりに思い出ができる温かさのある学校。新入

生の皆さん、こんな学校ですよ。ぜひ楽しんでね。在校

生の皆さん、これからの成長を期待しています。 

 

～離任した 

教職員より～ 

また会いましょう！ 
主幹教諭 山岸 武 

人生の約３分の１を過ごさせていただいた新宿養護

学校が、自分にとって、かけがえのない場所であるこ

とは間違いありません。 

１６年間で、中学部を送り出した５７名の卒業生を

含め、新宿養護学校の児童・生徒の皆さん、保護者の皆

さまとの出会いが、私にとっての宝物であり、教員と

しても成長させていただいたと思っています。 

職場が変わりますが新宿への思いは変わりません。

感謝の気持ちを込めて、新宿の子どもたちのことを応

援し続けていきます。ありがとうございました！ 

 

元気をありがとう！ 

          教諭 津田 雅子 

 ４年間、新宿養護学校でお世話になりました。初め

て新宿養護学校に来た日のことを、今でもよく覚えて

います。小規模のアットホームな雰囲気がとても気に

入り、ここで過ごせることに心が躍りました。１年目

は訪問学級、２年目からは小学部で過ごし、毎日、児

童・生徒の皆さんからは元気と幸せを分けていただき

ました。   

皆さんと離れることはとてもさみしいのですが、こ

れまでに分けてもらった元気と幸せを励みにしていき

たいと思います。 

さらなるご成長を楽しみにしています。心より感謝

を込めて……。 

 

ひまわりのはなのように 

  教諭 中沢 澄子 

木々の若葉が美しい季節の中から、子どもたちの歌

声が聞こえて来るようです。 

新宿養護学校に入学して初めて聞く歌は、やなせた

かしさんが作ってくださった校歌です。私は１４年

間、子どもたちが大好きなこの校歌を子どもと一緒に

歌えたことは幸せなことでした。これからも「ひまわ

りの花のように」すくすくと成長していくことを心か

ら願っています。出会った子どもたち、皆様、楽しい

時間をありがとうございました。 

 

お世話になりました 

 教諭 菅 隆 

教員になったのが大学を出たての昭和６２年、それ

からずっと肢体不自由のお子さんたちとともに教員生

活を続けてきました。その最後に新宿養護学校には７

年間お世話になりました。私は医療的ケアが必要とさ

れるお子さんたちと過ごすことが多くありました。教

員になったころは「医療的ケア」という言葉すらなか

ったことを思うと、今は隔世の感があります。教師と

いう仕事は離れますが、これからもその進歩を見続け

ていきたいと思っています。 

感謝の気持ちをいっぱい込めて「ありがとうございま

した！」 

 

ありがとうございました 

教諭 𠮷田 万太郎 

 みなさんお久しぶりです。𠮷田万太郎です。私は今、

青山特別支援学校で小学部１年生の担任をしていま

す。新宿養護学校では、児童・生徒の皆さんと保護者の

皆さまの温かさで、楽しい思い出ばかりです。昼休み

に運動したり、英語の授業をしたり、小学部の皆さん

とも楽しく過ごすことができ、とても嬉しかったです。 

 新宿養護学校での思い出と経験を胸にこれからも頑

張ります。１年間ありがとうございました。 

 



  

また会いましょう！ 

教諭 渡部 高士 

 新宿養護学校へ赴任してから、あっという間の６年

間でした。多くの子どもたちと共に勉強したり、遊ん

だり、時にはふざけたり、その全てが良い思い出です。

日々、皆さんを見ていると、少しずつでも成長してい

く姿がとても印象的で、自分も「もっと成長したい」と

心から思い、また新たなステージへ一歩踏み出すこと

ができました。違う学校からでも、みんなの笑顔を忘

れず、そしてみんなに負けないくらい頑張っていきた

いと思います。本当にこれまでありがとう！！ 

出会いに感謝 

教諭 片平 勇紀 

私は、新宿養護学校に４年間お世話になりました。

訪問学級に所属し、児童・生徒の皆さんだけでなく、皆

さんを支える多くの方々とも知り合うことができまし

た。病院で勉強するという事、自宅で勉強するという

事、オンラインで勉強するという事、そこには知らな

い世界がたくさんありました。ここで過ごした時間は、

私にとっての人生の財産です。場所は少し離れますが、

いつまでも皆さんのことは忘れません。これまであり

がとうございました。 

感謝 

教諭 土屋 由伸 

右も左も分からないまま新宿養護学校に着任するこ

とになり、不安などもありましたが、児童・生徒の笑顔

と保護者の皆さまのご声援ご協力があった、４年間を

楽しく過ごすことができました。また、「こんなことも

できるようになったの」など、児童・生徒の日々の成長

に驚かされることばかりでした。「教員になってよかっ

た」と改めて実感することができました。感謝の気持

ちでいっぱいです。４年間ありがとうございました。 

また会う日まで 

教諭 重松 真友子 

 ６年前、初めて新宿養護学校で皆さんに出会った日

のことを今でも鮮明に覚えています。まだ小さくて今

にも泣きそうなお顔をしていた１年生が、もう中学生

ですね。きっと立派な態度で入学式に参列されたのだ

と思います。春は環境の変化に緊張したり困ったりす

ることがあるかもしれません。そんな時は周りのお友

達や先生に頼ってみてくださいね。私もそうします。 

保護者の皆さまにも大変お世話になりました。いつ

もあたたかく見守ってくださりありがとうございまし

た。またどこかでお会いできる日を楽しみにしていま

す。では、また会う日までお元気でお過ごしください。 

 

長い間ありがとうございました 

学習指導支援員 岩田 悠理 

皆さんと過ごしたこの５年間、本当に楽しかったで

す。ひまわり祭、運動会、そして校外学習……。数え

切れないほどの思い出と元気をもらいました。この思

い出を宝物にして、私も頑張っていきます。これから

もずっと皆さんのことを応援しています。５年間、楽

しい思い出をありがとう！またいつか会いましょう

ね。 

保護者の皆さま。５年間、大変お世話になりまし

た。右も左もわからない私を、いつもあたたかく見守

って下さり、ありがとうございました。どうぞお元気

でお過ごしください。 

 

たくさんの笑顔をありがとう 

技能主任 冨士 淳子 

 私は４月から区内の四谷小学校で勤務することにな

りました。校庭が桜の木で囲まれていて、４月はとて

も艶やかな雰囲気です。 

 新宿養護では、ひまわりのような笑顔に囲まれ、と

ても温かな気持ちにさせていただきました。その笑顔、

真似させてくださいね。 

 では、「さよなら△、また来て□、みなさんお元気

で！」 

 



 

 

５月予定 

日 曜 学校行事等 下校 

1 日 開校記念日   

2 月 

9:30～11:30 はたらく消防の写生会 

安全指導 

一斉１便下校 

13:35 

3 火 憲法記念日   

4 水 みどりの日   

5 木 こどもの日   

6 金 
 心臓検診（小１・中１） 

内科診 
14:40 

9 月  体重測定（小） 時差 

10 火 
 整形診 体重測定（中） 

ＰＴＡ総会（書面開催） 
時差 

11 水 一斉１便下校 13:35 

12 木  眼科診予備 小児診 時差 

13 金  尿検査二次 14:40 

16 月  尿検査二次予備 時差 

17 火 音楽鑑賞教室（小） 時差 

18 水 避難訓練 14:40 

19 木 内科診予備 時差 

20 金 新入生歓迎会 14;40 

23 月   時差 

24 火 水泳指導開始 時差 

25 水   14:40 

26 木  歯科診 時差 

27 金 個人面談始 14:40 

30 月 摂食相談 時差 

31 火   時差 

 


