
 

学校だより           令和２年度 
                  ４月号 
 

ひまわり 

 

コミュニケーション・ツール  

校長 門脇 伸也 

 

暖かなそよ風が、春を彩る花々をゆっくりと開か

せてゆく季節になりました。新宿養護学校にほど

近い新宿中央公園では、木々が、芽吹き、新緑へと

移り変わり、明るく生き生きとしています。いつも

と変わりない春が訪れ、花が咲き、のどかな暖かさ

に包まれていることに不安な気持ちも少しは和ら

ぎそうです。  

新型コロナウィルスの感染拡  

大が続く中、「コロナに負けな  

い」とたくさんのアスリートや  

著名な方々が社会へ向けたメッ  

セージを発信しています。とり  

わけ、フィギュアスケート男子  

で冬季五輪2連覇を果たした  

羽生結弦選手のTwitterに目が  

とまりました。彼は2011年の  

東日本大震災の直接体験を振り返り、次のような

コメントをしています。 

「3·11の時の夜空のように、真っ暗だからこそ見

える光があると信じています。どうか無理をなさ

らず周りにいる方々を信じて頼ってください。」(

一部抜粋) 

また、ジャニーズの「嵐」は上手な手洗いの仕方

をYouTubeで呼びかけています。すでにご覧になっ

た方もいるのではないでしょうか。  

新宿養護学校の教員も皆さんに直接に呼びかけ

る手だてがないものかと、手初めに中学部から動

画メッセージをYouTubeで発信しました。  

さて、新型コロナウィルス  感染予防の取り組み

は、かなり長期化するかもしれません。学校教育の

ICT環境は必ずしも充分なものとは言えませんが、

学校と在宅や病棟の児童・生徒をつなぐ遠隔授業

の試みが、昨年度、訪問学級で始まりました。こん

な時だからこそ、学校教育は、コミュニケーション

ツールとしての ICT環境を一段と進めていかなけ

ればならないと実感しています。実際、若者や企業

においては「LINE」、「FaceTime」、「Zoom」等

日常の生活の中に溶け込んでいます。  

もちろん、本当に大切なコミュニケーションの手

段は、顔と顔を合わせた会話です。学校生活、集団

生活の一番の魅力となるものです。一人ひとりの

児童・生徒が学校とつながっていることを実感で

きるような努力はこれからも続けて参ります。  

保護者・地域の皆様、暖かな晴れの日も、寒さを

感じる雨の日もありますが、くれぐれもお体をお

大事になさってください。  

〔追伸〕日本の十年後、二十年後を見据えた教育

の指針となる新学習指導要領が小学部から全面実

施となりました。このことを踏まえて、本校の進む

方向を示した学校経営ビジョンを、学校だよりに

掲載しますので、ご覧ください。  

 

          裏面もご覧ください → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任教諭  奥田 幸子 

 生徒の皆さん、どんな時も学び前に進もうとす

る姿に一生の宝物を頂きました。皆さんに負けな

いように、わたしもせいいっぱいがんばります。 

 保護者の皆様、小・中という大切な時期に、お

子様の成長に関わらせていただいて、本当に幸せ

でした。ありがとうございました。次に会える日

を心から楽しみにしています。  

＜転出・退職・転入など＞ 
 

【退職】  

期限付教諭  佐野 若葉  期限付任期満了 

期限付教諭  田中   幸  期限付任期満了 

期限付教諭  比嘉 翔子  期限付任期満了 

産育休代替  佐々木 武  任期満了 

       都立花畑学園・産育休代替教諭 

産育休代替  村椙 日菜子  任期満了 

       足立区立東伊興小学校・新規採用 

学習支援員  前田 佳恵  任期満了 

看護師    北國 郁子  任期満了 

看護師    塚越美和子    任期満了 

看護師    宮岡 郁子    任期満了 

 

【転出】  

主任教諭    奥田 幸子   板橋区立第八小学校  

主任教諭     濱野 治代  都立北特別支援学校  

主任教諭     山村 明生  稲城市立第三小学校  

主任養護教諭 坪野 飛鳥  大田区立馬込小学校  

 

【転入】  

養護教諭   油浦 光子  葛飾区立道上小学校  

 

【新規採用】  

教諭       佐野 若葉  新宿区立新宿養護学校  

教諭       田中   幸   新宿区立新宿養護学校  

教諭       比嘉 翔子  新宿区立新宿養護学校  

教諭       北島 征明  

期限付教諭  飯塚 侑里  

期限付教諭  鎌田 沙織  

期限付教諭  近藤 めぐみ  

 

【産育休代替】 

産育休代替  中桐 萌果   

産育休代替  長嶋 泉実   

 

【新宿区会計年度任用職員】  

看護師    大西 厚子  金田クリニック 

看護師    丸山友里江  あだち共生病院 

看護師    佐々木祥子  

＜新宿中央公園から  

見上げた都庁の様子＞  
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1 金  開校記念日  

2 土   

3 日  ＜憲法記念日＞  

4 月  ＜みどりの日＞  

5 火  ＜こどもの日＞  

6 水  ＜振替休日＞  

7 木  安全指導 短縮授業 

8 金  避難訓練 短縮授業 

9 土   

10 日   

11 月  給食開始  

12 火   

13 水  一斉 1 便下校 個人面談始  

14 木  小児診  

15 金    

16 土   

17 日   

18 月  小：体重測定  

19 火   

20 水   

21 木   

22 金  中：外国語活動  

23 土   

24 日   

25 月   

26 火    

27 水   

28 木   

29 金    

30 土   

31 日     

 

＊４月２４日現在の予定です。今後の変更にご

注意ください。  

主任養護教諭  坪野 飛鳥  

 私は新宿養護学校の皆さんのことが大好きで

す。個性豊かでステキな魅力をもつ皆さん。その

魅力を自慢そうに教えてくださる保護者の方た

ちや先生方。私はいつもメロメロになり、本当に

かわいくてかわいくて仕方ないと感じる幸せな

日々でした。課題を乗り越えた時、得意なことを

発見した時、できなかったことができるようにな

った時、思春期の心の成長を感じた時、皆さんと

一緒に喜ぶことができて、本当に幸せでした。こ

れからもずっと大好きです。たくさんの幸せをあ

りがとうございました。 

 

主任教諭    山村 明生 

 ４月より思い出いっぱいの新宿養護学校を離

れ、稲城第三小学校へ異動になりました。これま

で新しいことにたくさんチャレンジさせてもら

い、とても有意義な３年間でした。ただ、コロナ

ウイルスのこともあり、子どもたちに「また会お

うね!」と言えなかったことがとても残念です。「

一期一会」の言葉を信じ、いつかみんなの顔を見

に行きます。健康にだけは気をつけてください。 

 

主任教諭    濱野 治代 

 新宿養護学校の皆さん、こんにちは！４月より

都立北特別支援学校に異動になりました。振り返

ると新宿養護学校での６年間は密度濃く温かく、

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。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。  

 

産育休代替  佐々木 武  

 いかがお過ごしでしょうか。新宿養護学校での

忘れられない思い出がたくさんあります。その中

でも、皆さんと一緒に１つのことを成し遂げたひ

まわり祭は本当に感動しました。今はこのような

状況ですが、必ず近いうちにまた、皆さんに会い

に行きます！体調に気をつけてください。  

 

産育休代替  村椙 日菜子  

 新宿養護学校の皆様お元気ですか。４か月半と

いう短い時間でしたが楽しい時間とたくさんの

思い出ができました。今思うと、くすぐりあった

り一緒に勉強した時間の一つひとつが奇跡だっ

たと思います。今の出会い、そしてこれからの出

会いを大切に。本当にありがとうございました。 

 

学習支援員  前田 佳恵  

 半年という短い期間であったにも関わらず、皆

さんとはたくさんの出来事や思い出を共有でき

たと思います。一緒に給食を食べたり、歩く練習

をしたり･･･日常的な風景が一番楽しい思い出だ

ったように思えます。皆さんの学校生活が、当た

り前の日常が、無事に戻ってくることを願ってい

ます。半年間ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月の予定 


