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令和４年度スタート 
 さて、令和４年度の新学期がスタートしました。先週７日（木）に 
対面式・始業式が、今週に入り、１２日（火）に高等部の入学式が、 
一昨日１３日（水）に、小・中学部の入学式並びに早期発達支援室の 
入所式が終わり、ようやく“篠養”の全校生がそろいました。 
式の間は緊張気味だった入学生も、教室に入ると少し緊張が和らい 

だ様子で、友だちや担任との会話に笑顔も見られました。 
新しい環境に慣れるまでには、少し時間がかかるかもしれませんが、 

一日も早く、自分らしく学校生活が送れるよう、今の新鮮な気持ちを 
大切にしてほしいと思います。                                   
 ただ、一旦落ち着きを見せていた“新型コロナウイルス”が、再び 
猛威を振るい始めています。兵庫県内の感染者数も一向に減る様子が 
見られません。引き続き、感染防止対策が必要な状況です。 
 本校では、昨年度同様、学校行事等の実施については、方法を工夫 
するなどして柔軟に対応していきます。また、校内では、手洗いや手 
指消毒、マスクの着用、換気、身体的距離の確保等、できる限り三密 
を避け、感染防止に努めて参ります。ご家庭におかれても、お子様の 
体調管理（手洗いの徹底を図る、マスクを着用させる、体調の悪いと 
きは登校を控えるなど）に努めていただきますよう、ご協力をお願い 運動場周辺の桜（満開の様子） 
いたします。 
 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。 
何事も積み重ねていくこと（続けること）は、大人であって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、諦めずにコツコツと続けていれば、
必ずや、その続けることが「生きる力」「生きる自信」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、地域の皆様の温かいご支援・ご協力

をお願いいたします。 
 今年度は、本校の幼児児童生徒４７名に、早期発達支援室の園児３名を加え、総勢５０名の子ども
たちが共に篠養で学びます。そして、その子どもにたち関わるスタッフは６４名です。 
あたり前の生活に感謝する心を忘れず、「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いたします。 
 

令和４年度 篠山養護学校経営方針 ※黄色塗りつぶし箇所（今年度の重点取組） 

（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４年度の重点目標          
○幼児児童生徒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 

（複数担任制の充実） 
○学校・家庭・地域との連携を深め、安全・安心で信頼される学校づくり 
○目的と手段を明確にした、学校行事・校外学習・ふるさと教育の推進 
○業務の選択と集中による、質の高い特別支援教育の推進 
○自立活動の充実を図り、幼児児童生徒の自立と社会参加をめざす 



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。 

木寅 丈紀  教諭     丹波篠山市立西紀中学校へ 
本田 智尋  教諭     丹波篠山市立味間小学校へ  
細見 美和  教諭     丹波篠山市立味間小学校へ 
藤原 雅俊  教諭     丹波篠山市立西紀北小学校へ 
廣内 美咲  栄養教諭   丹波篠山市立西紀小学校へ 
村上 和也  教諭     丹波篠山市立味間小学校へ 
水落 圭亮  教諭     兵庫県立尼崎西高等学校へ 
杉野 友美  教諭     退職 
古杉 聡美  看護師    退職 
与茂 弘美  サポートスタッフ 退職 
有城 久美  サポートスタッフ 退職 

令和４年度職員一覧 

                         
川﨑 尚子  吉田菜穂子  池本  信 
松本 健士  渡辺 直子 
讃岐 直美  小山喜美代 
中尾伊津子  柿田 楓馬  長久 恭代 
秋元 麻里  上野 純子 
谷口 朱里  瀧川  夢  村上  弥 
西田 清志   
上田綜太郎  田中  豪 
福田  健  菊池  南  信時くるみ 
鶴海 誠一  奥田麻友香 
今中 清孝  中川満紀子  和田友里絵 
藤原 靖之  小川 陽子   
佐々木陽平  有住 朋子  西羅 昌子 
大島 康則     
橋本 拓馬                     
岡澤 直樹  中道 真衣         
御川 優子  和田 千明  平岡 悦子  瀧野知恵美 
島田 美和 
藤原 直美 
関  浩美  堀  哲哉  稲山 理奈 
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 
前川 康宏  大西 史子  谷掛 義治  野瀬 成宏  井階恭子 
大前  泉 
鎌塚 忠義  岸本 英樹  松原 宗一  中野 正明  他１名 
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 ＊新型コロナウイルスの感染状況により、変更になる場合があります 

４ 月 
１５日（金）身体測定〔小〕午前中 給食開始 
１８日（月）視力検査〔高〕9:10～ 14:55下校 
１９日（火）創立記念日 集会活動① 
２０日（水）視力検査〔中〕9:50～ 
２１日（木）中学部作業学習 9:30～ 
２２日（金）視力検査〔小〕午前中 
２５日（月）オープン参観日① 9:00～12:00 

14:55下校 
２６日（火）オープン参観日② 9:00～12:00 
      委員会活動① 
２７日（水）オープン参観日③ 9:00～12:00 
      PTA総会（書面決議提出日・予定） 
２８日（木）ささよう校外学習（お弁当日） 
      集会活動② 

５ 月 
 ２日（月）聴力検査〔高〕9:10～〔中〕9:30～ 
      家庭訪問① 14:55下校 
６日（金）聴力検査〔早小〕午前中 

      家庭訪問② 
 ９日（月）図書館支援員来校 14:55下校 
１０日（火）委員会活動② 

心電図検査 11:00～ 
１２日（木）中学部作業学習 9:30～ 
      ＳＣ来校 10:00～13:00 
１３日（金）引き渡し訓練（午後） 
１６日（月）14:55下校 
１７日（火）集会活動② 
１９日（木）歯科検診 9:50～ 
      中学部作業学習 9:30～ 

 


