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高知市立高知特別支援学校

平成 30 年度が始まりました
お子さまの御入学・御進級，誠におめでとうございます。教職員一同，心からお喜び申し上げます。
平成 30 年度の始まりに当たり，私たちは改めて自己の使命を自覚し，子どもたちへの愛情と教育への情熱
を持って，教育に全力を尽くしていくことをお約束いたします。
本年度も学校教育活動への御理解と御支援を，どうぞよろしくお願い申し上げます。

学校教育目標は「やる気いっぱい 市特のなかま」です
本年度の学校教育目標は，昨年度に引き続き「やる気いっぱい 市特のなかま」です。
本校は，これまでと変わらず「子どもが主人公の学校づくり」に向けて取り組みます。子どもが夢中になれる
「本物の活動」を用意し，子どもが「自分から」，「自分で」，「めいっぱい」，「精一杯」取り組めるよう，「できる状
況づくり」に努めます。
校章や校歌にも，子どもを思う先達のメッセ

＜

ージが込められています。その思いを大切に

校

章

＞

しながら，新たな年輪を重ねてまいります。
保護者の皆様はもとより，地域・関係者の皆

双葉広がり：生きる力，
子どもたちの健やかな成長

様におかれましては，本校の教育活動に本
年度も変わらぬ御理解と御協力を賜りますよ

三

角

形：「杉の子の歌」の杉のイメージ，
家庭・地域・学校の連携

う，重ねてお願い申し上げます。

双 葉 の 形：旧名称（養護学校＝Yougo gakkou）の Y

教職員の異動（敬称略，順不同）
＜退職＞
教諭＝岡田 真二，岡 浩子，加納 章

養護教諭＝加地 美貴子

教諭＝松浦 誠仁（高知市教育委員会 民権・文化財課へ），二宮

啓（高知大学附属特別支援学校へ）

＜再任用期間終了＞
教諭＝濱田 真弘
＜転出＞
教諭＝中平 幹明（潮江中へ）

事務＝野村 有冶（鴨田小へ）

講師＝山本 照明，三宮 桜，小林 佑有，横山 龍二，中野 美優，池 恭子
＜校内異動＞
教頭＝楠瀬 浩子（再任用）

教諭＝本間 千佳，小島 静華（新採用），村田 和子（再任用）

引き続き講師＝岩田 さおり，中川 真希，萩野 隆史，石川 佐智，吉岡 笑加，大平 洋，濱田 和代
＜転入＞
教諭＝竹内 美貴（南海中から），井上 砂織（城西中から），足達 美栄子（葉山中から），
梶原 瑞司（高知市教育委員会 民権・文化財課から）
寺田 幸弘（新採用），小松 千尋（新採用）
養護教諭＝畠中 知（愛宕中から）

事務＝石川 新（江ノ口小から）

講師＝三本 知歩，地引 光大，新谷 ゆい，小松 隼人，野村 有紀，芝岡 哲史
（裏もご覧ください）

＜ 担 任 等 一 覧 ＞
学部等

学級名

訪 問

中・高

小学部

名

( 順

不

１Ｂ

谷岡 和代，藤本 則子，高橋 美貴

２Ａ

豊永 広子，尾﨑 みちる，濱田 和代（藤川 孝志）

２Ｂ

井上 由佳，石川 佐智

３・４Ａ

川村 牧，門田 正男，中川 真希

３・４Ｂ

武市 昌代，門脇 和花
梶原 瑞司，森田 春男，折付あゆみ，三本 知歩（須田 早起）

６Ａ

原 弘，岩田 さおり

６Ｂ

山岡 香代，地引 光大
竹内 美貴，久万田 学二，小島 静華

２Ａ

井上 砂織，松浦 緑，萩野 隆史

２Ｂ

中西 満，汲田喜代子，新谷 ゆい（濵口恵多郎）

３Ａ

高橋 俊充，田中 利菜

３Ｂ

吉田 清子，小松 隼人

３Ｃ

坂本 幸繁，澤良木 愛

１Ａ

村田 和子，入野さゆり，寺田 幸弘

１Ｂ

別役 和未，平瀬 洋一，本間 千佳

２Ａ

船長 勝，小松 千尋，芝岡 哲史

２Ｂ

足達 美栄子，福岡 功紀

２Ｃ

澤本 芽，武樋 浩明

２Ｄ

宇佐美勝弘，石見 彩乃

３Ａ

浜田 隆之，大倉 昌子

３Ｂ

吉岡 笑加，大平 洋（武田 純一）

３Ｃ

山本浩一郎，平山阿弥依

３Ｄ

宮本 昌義，合田真理子

作業担当

同 )

阿波谷淑子，野村 有紀
山岡 良二，楠瀬 由紀，大﨑 彰子

１

高等部

員

１Ａ

５

中学部

教

大田かおり(食品加工)，岡林 浩祐(木工)，森澤 亜衣(縫製)，山岡 千紗(さき織り)

学部主事

大﨑 利恵（小学部），瀨戸 麻利（中学部），岡林 浩祐（高等部）

進路担当

溝渕 俊枝，廣田 留美

養護教諭

畠中 知

栄養教諭

北村真知子

事務

尾立 鏡子，伊藤真由美，石川 新，谷脇 季海

給食調理

奥堂 知佐，山﨑 歩惟，久岡 圭子

実習助手

曽我部英夫，公文 久美

用務
スクールバス介助
カウンセラー

豊永 昌明
橋田 洪子，濱田 岳人，横田 節，渡邉 史子
和田 美子（学校カウンセラー），吉井 眞智（スクールカウンセラー）

教頭

楠瀬 浩子，澤田 直柔

校長

清水 隆人

平成 30 年度の高知市立高知特別支援学校は，このような組織でスタートいたしました。
保護者の皆様には，引き続いての御理解と御協力をお願い申し上げます。
＜お願い＞ 次号以降，返信欄を設ける予定です。御協力をよろしくお願いいたします。

