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令和３年度スタート 
 春爛漫、草花が開花する好季節を迎えました。道端には、タンポポ、オオイヌノフグリ、カラス 
ノエンドウ、ヒメオドリコソウと、春の草花が色鮮やかに咲いています。 
「あっ、こんなところにも！」小さな発見は、子どもだけでなく大人の 
好奇心をもくすぐります。学びの原動力は好奇心です。新しい学習指導 
要領で求めらる「学びに向かう力」も、たどれば好奇心にいきつきます。 
本校では、大人（教師）も子どもも夢中になれる、そんな学びを大切 

にしていきます。 
 さて、新年度が始まり、この２週間で、始業式・対面式（７日）、続 
いて高等部入学式（１２日）、小・中学部入学式及び早期発達支援室入 
所式（１４日）と、大きな儀式が３つ終わりました。式の中では、ちょ 
っぴり緊張気味だった子どもたちも、今では笑顔いっぱい、友だちや先 
生といきいきと過ごしています。日々の登校の様子からも、着実に学び 
に向かう姿が感じられます。ぜひ、今の気持ちを持ち続けてほしいと願    《春の草花》 
います。                                   
 一方では、コロナウイルスが新たに猛威を振るっています。感染者の過去最多更新の報道に、一刻
も早いワクチン接種を願わずにはいられません。兵庫県では「まん延防止等重点措置」が発せられ、
丹波管内でも感染者が増加するなど、予断を許さない状況です。本校では、昨年度同様、学校行事等
の実施については規模の縮小、時間短縮を図るなど、感染状況等に応じて柔軟に対応していきます。
また、学校では引き続き、マスクの着用・手指及び共用箇所・教具等の消毒、通学バス内の換気等、
できる限りの感染防止に努めて参ります。ご家庭でも、お子様の体調管理（体調の悪いときは登校を
控える、手洗い・うがいの徹底を図る、不要不急の外出・３密を避けるなど）に努めていただきます
よう、お願いします。 
 最後に、今年度の本校の学校教育目標についてお伝えします。今年度の目標は、昨年度に引き続き
「夢と希望を抱き 心豊かにたくましく生きる子の育成 ～ 明るく いきいきと ～」、めざす子ども像
は「元気な子 思いやりのある子 がんばりぬく子」です。一日一日を積み重ねていくことは、大人で
も容易いことではありません。まして子どもとなれば、時にくじけてしまうこともあるでしょう。で
も、諦めずに続けていれば、必ず、その続けることが子どもたちの「生きる力」につながります。ぜ
ひ、子どもたち一人一人の健やかな成長のために、保護者の皆様の温かいご支援ご協力をお願いしま
す。 
 今年度は全幼児生４５名に、早期発達支援室の園児３名を加え、合計４８名の子どもたちが篠養で
学ぶことになります。子どもに関わる職員は総勢６８名です。「明るく いきいきと」を合言葉に、チ
ームささよう一丸となって頑張って参りますので、どうぞよろしくお願いします。 
 

令和３年度 篠山養護学校経営方針 
学校教育目標 

夢と希望を抱き 心豊かに たくましく生きる子の育成 ～ 明るく いきいきと ～ 
◎ 目 指 す 学 校 像 
  「ささよう」がいい！！ 
○楽しく夢のふくらむ大好きな学校 
○保護者が安心して通わせたい学校 
○教職員が働きがいのある学校 
○地域から信頼され愛される学校 
 

◎ 目 指 す 子 ど も 像 
「元気な子 思いやりのある子         

がんばりぬく子」 
○明るく元気に生活する子 
○優しく、思いやりのある子 
○何でも挑戦し最後までがんばりぬく子 
 

◎ 目 指 す 教 師 像 
   「チームささよう」 
○子どもと真剣に関われる教師 
○使命感･指導力･授業力のある
教師 

○周囲から信頼される教師 
○責任を果たし、協働できる教師 

◎令和３年度の重点目標          
○幼児生一人一人の実態を把握し、保護者の意向とニーズに応じた、きめ細かな指導の充実 
○学校・家庭・地域との連携を更に強め、安全安心で信頼される学校づくり 
○ねらいや目的を明確にした学校行事・校外学習・ふるさと教育の推進 
○３カ年計画の成果を基に、業務の選択と集中をはかりながら「更に質の高い特別支援教育」を目指す 
○キャリア教育についての研究を更に進め、幼児生の自立と社会参加にとりくむ 



お世話になりました  

  この度の定期異動により、以下の職員が転退職しました。在勤中は、保護者、地域の皆様に大変お世話に
なり、ありがとうございました。 

高森 俊広  校長     丹波篠山市立西紀小学校へ 
堀  哲哉  教諭     退職 丹波篠山市立篠山養護学校へ  
片瀬 英毅  教諭     丹波篠山市立岡野小学校へ 
岡田  恵  教諭     丹波篠山市立西紀小学校へ 
平松 有希  教諭     県立氷上特別支援学校へ 
野田 憲子  養護教諭   三田市立狭間中学校へ 
山本 紗世  事務職員   退職 
和田 千明  教諭     退職 丹波篠山市早期発達支援室へ 
上野 純子  教諭     退職 
瀧川  夢  教諭     退職 丹波篠山市立篠山養護学校へ 
伊藤 裕子  フォローアップ講師 丹波篠山市立味間小学校へ 
宮城  環  フォローアップ講師 退職 
井関めぐみ  看護師    退職 
岸田 美晴  添乗員    退職 
辻井 京子  添乗員    退職 
栁本 栄二  添乗員    退職 
森本 純子  サポートスタッフ 退職 

 
令和３年度職員一覧 

所属等                        氏  名 

各学部担任、 
教育支援担当等 

讃岐 直美  本田 智尋  瀧川  夢  西田 清志  
松本 健士  細見 美和  長久 恭代  村上 和也 
川﨑 尚子  小山喜美代 
藤原 雅俊  中尾伊津子  杉野 友美 
堀  哲哉    秋元 麻里  谷口 朱里 
木寅 丈紀  池本  信  鶴海 誠一  福田  健 
菊池  南  田中  豪  信時くるみ 
中川満紀子  水落 圭亮  佐々木陽平  奥田麻友香 
西羅 昌子  藤原 靖之  有住 朋子 
今中 清孝  和田友里絵  大島 康則    橋本 拓馬                     
岡澤 直樹  中道 真衣        

早期発達支援室 御川 優子  和田 千明  平岡 悦子  瀧野知恵美 

養護教諭 
           栄養教諭 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講師 
支援員等 
事務職員 
看護師 

バス添乗員
バス運転手(外部委託) 

校務員(外部委託) 
教 頭 

 校 長 

島田 美和 
廣内 美咲 
関  浩美 
藤澤 真澄  村越たか子  並河 千鶴 
畑中 尚子  竹安 龍志 
西野 順子  荒木 紗野  林田 一子 
前川 康宏  大西 史子  谷掛 義治  野瀬 成宏   
岸本 英樹  奥村 実朗  松原 宗一  鎌塚 忠義  中野 正明   
山本みよ子         
山本  真 
尾松 直樹        ※太字斜体 が４月に新しく着任した職員です 

 

４・５月の主な予定 ＊変更になる場合があります 

４ 月 
１９日（月）創立記念日  
      視力検査（中高等部）9:50～ 
２０日（火）集会活動 避難訓練 
２１日（水）視力検査（早幼小学部）9:15～ 
２６日（月）オープン参観日（9:00～12:00） 
２７日（火）オープン参観日（9:00～12:00） 
      委員会活動 
２８日（水）ささよう校外学習（お弁当日） 
      集会活動 
２９日（木）昭和の日 
３０日（金）オープン参観日（9:00～12:00） 
      眼科検診13:30～ 

５ 月 
 ６日（木）聴力検査（中高等部）9:50～ 
      家庭訪問 
 ７日（金）聴力検査（早幼小学部）9:50～ 
      家庭訪問       
１１日（火）心電図検査11:00～ 
      委員会活動 
１２日（水）ＰＴＡ正副会長会19:30～ 
１４日（金）引き渡し訓練 
１８日（火）介護等体験（実習受入１日目） 
      集会活動10:10～ 
      第２回ＰＴＡ役員会19:30～ 
１９日（水）介護等体験（実習受入２日目） 



 


