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今年度の小・中学部は、小学生１名と中学生２名、
計３名の児童生徒、そして４名の職員です。
小学部には谷口こころさんが入学しました。中学生
２名も担任が代わりました。人数は少ないですが、新
しいメンバーで、フレッシュな気持ちをもって１年を
スタートさせたいと思います。みなさん、よろしくお
願いします。
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（中２工藤祐輝さんの担任）

本校から分教室に来ました。祐輝さんとこ
れからたくさんの思い出を共有し、明るく元
気に頑張っていきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。

基

新任式、始業式、入学式が終わり平成 28 年度が本格的にスタートしました。今年度は、
小学部に谷口 こころさん、高等部に石川 怜美菜さん、金 良美さん、山田 栄香さん
をニューフェイスとして迎えました。
先生方も異動により、５名の新しい方々をお迎えしました。きっと在校生と新しいメン
バーがゆり支援学校道川分教室の新たな歴史の１ページを刻んでいくことでしょう。
さて、高等部の良美さん、栄香さんは、由利本荘市石脇の旧国立療養所秋田病院の敷地
に併設されていた本荘養護学校の卒業生です。２名のほかに高等部在校生に本荘養護学校
の４名の卒業生が在籍しており、今年度分教室児童生徒 12 名中６名が本荘養護学校の卒
業生になります。20 数年前に本荘養護学校で学んだことを後輩たちに示しつつ、新しい
仲間と新しい先生方と、あの時代とは違った学びを積み重ねてもらいたいと思います。
私は、今年度の始業式で「健康で元気が一番。全員が皆勤賞・
精勤賞を目指しましょう」と呼びかけました。年度末の３月、
一年を振り返ったときに「今年は、全員が大きな病気もなく、
健康で元気に笑顔いっぱいに過ごすことができたね」と、振り
返ることができるような１年にしたいものです。
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（谷口こころさんの担任）

こころさんにとっての初めての学校生活が
「学校、大好き！」と思える１年になるよう
に、こころさんと「心」を通わせ二人三脚で
頑張ります。よろしくお願いします。

ふじた

藤田

すわ

ひろあき

諏訪

央憲

小・中学部主任
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（中３後藤一徳さんの担任）

本校から参りました。一徳さんにとって最
後の中学部生活が充実したものになるように
頑張りたいと思います。よろしくお願いしま
す。
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お姫様のようなこころさんを小学
部１年生に迎え、グンと男らしくなっ
た祐輝さんや一徳さんと一緒に、元気
で楽しい学部にしていきたいです。み
んなの先生としてがんばります。よろしくお願いし
ます。

～５・６月の行事～
５／６（金）分教室ＰＴＡ①
１１（水）分教室運動会
１３（金）北１誕生会
１８（木）高等部校外学習
(地域での買い物)
１９（木）南２誕生会

２０（金）北２誕生会

１０（金）北１誕生会

２４（火）校外学習

１５（水）分教室ＰＴＡ②(小・中)

(ｱﾄﾘｵﾝﾋﾟｸﾆｯｸｺﾝｻｰﾄ)
６／１（水）分教室集会②
8（水）～９（木）宿泊学習
分教室ＰＴＡ②(高)

１６（木）南２誕生会
１７（金）北２誕生会
２０（月）学校創立記念日
２２（水）岩城小学校との交流

高等部主任

高等部は３名の新入生を迎え、９名でのスタートです。今年度は、男子２名に対し女子が７名
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桐田 明日子

と華やかなメンバーとなりました（ちなみに職員は男２対女８です）。入学式は久々に全員が参加
することができました。この調子で、健康で元気に明るく頑張っていきたいと思います。

＜北１病棟＞

＜北２病棟＞

＜好きなこと＞
・絵本の読み聞かせ。
・足湯はだ～い好き♡
＜高等部でがんばりたいこと＞
・高等部に入学してクラスメートが
できたので、友達や先生たちとの
仲良しの輪を広げるわ！！

＜好きなこと＞
・みんなから声をかけてもらうこと。
・歌を聴くこと。
＜高等部でがんばりたいこと＞
・早く学校の生活に慣れて、友達や先生
と一緒にたくさんのことを体験して
いきたいです！
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（金 良美さんの
担任）

Ｊｋ（女子高生）の怜美菜さんと一緒に友
達の輪を広げ、怜美菜さんが好きなことを見
つけて一緒に楽しく勉強したいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

笑顔が素敵な良美さんと一緒に勉強でき
るのがとても楽しみです。様々なことに挑
戦して思い出をたくさん作っていきたいで
す。どうぞよろしく願いします。
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（石川 怜美菜さんの
担任）
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＜南２病棟＞
＜好きなこと＞
・いろんな人とおしゃべりをして大笑
いすることです。
・歌とＴＶとボウリングと読書とお出
かけ…好きな事がいっぱいです。
＜高等部でがんばりたいこと＞
・新しい友達をたくさんつくって、一
緒にいろんな事に挑戦したいです。

田中 佑可子
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分教室勤務６年目、高等部担当は３年目
となりました。今年はおなじみの怜美菜さ
んに、私にとっては昔馴染みの良美さんと
栄香さんを迎え、担当職員の年齢層も幅広
く、多様性あふれる高等部となっていま
す。
巣立つ人がいれば、新たに加わる仲間も
いて、毎年何かしらが移ろっていく高等部
ですが、その化学変化を今年も楽しみたい
と思います。
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(山田 栄香さんの
担任)
栄香さんの繊細な
ハートと豪快な笑いにノックアウトです。
今年の高１は、生徒も先生も大人の女性
揃い。栄香さんの笑い声で分教室を楽しく
盛り上げていきます。どうぞよろしく!
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（金子 真紀さんの担任）

（鈴木 聖子さんの担任）

（成田 桜 さんの担任）

（髙橋 雄大さんの担任）

（畠 山 卓美さんの担任）

（ 湊 美香子さんの担任）

笑顔が素敵な真紀さんと
一緒にいろいろな活動をア
クティブに楽しみ、真紀さ
んの笑顔の花が満開になる
ように頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

昨年度に続き、聖子さんと
一緒に学習します。好きな活
動はもちろん、様々な活動に
挑戦したり、楽しく行事に参
加したりと充実した学校生
活にしたいと思います。どう
ぞよろしくお願いします。

青春まっただ中の大事な
時を一緒に過ごせることが
とてもうれしいです。桜さ
んのように元気で笑顔がた
くさんの毎日にしたいと思
います。よろしくお願いし
ます。

昨年度に引き続き雄大さん
の担任をすることになりま
した。今年度は学生生活最後
の年となります。一つ一つの
学習や行事を大事にしなが
ら、卒業まで一緒に頑張りま
す。よろしくお願いします。

昨年度に引き続き卓美さ
んの担任になりました。学校
が大好きな卓美さんの学校
生活最後の１年が、最高の１
年になるように頑張ってい
きたいと思いますので、よろ
しくお願いします。

美香子さんの最後の学生生
活、いろいろなことに挑戦し
て、楽しいことも辛いこと？
も一緒に感じていきたいと思
います！
美香子さんにとっていい１
年になるよう頑張ります。

