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“Only One"の自分を ・・・

開校 20周年おめでとうございます

第 37号

平成28年 1月 29日

後援会事務局

後援会監事 小林 洋伸

(今金町商工会事務局長)

産業科 10名、生活園芸科 7名、生活家庭科6名、 23名の子ども達を迎え、

平成9年4月 15日の第 1回入学式から早いもので 20年目の春を迎えようとしております。

この問、地域社会への就労、そして就労後も生涯にわたって社会において働き自分の役割を果たしなが

ら、自分らしい生き方を育む力を身につけるため、高嶋学校長はじめ歴代の関係者の皆様のご努力に心よ

り敬意を表するところでございます。

人口減少が続く中、嬉しいことに毎年4月、夢と希望を持った 25名程度の子ども達が今金町での生活

を始めてくれます。しかし、在学中 3年間だけではなく、卒業後も慣れ親しんだ今金町に定住して生活い

ただくこと。これは、開校以来続いている地域課題の一つでもあります。

そんな中、働く先の商工業者等の会員で構成する商工会の「ミッションは何かつ J(できることは何かつ

やらなくてはならないことは何かつ)。それらを考えたとき、地域内での子ども達の卒業後の出口保証、

いわゆる働く場所の確保でありました。

地域経済の再生を検討していた商工会役員を中心に“まずは行動してみようい'を合い言葉に、課題の

出口保障(働く場の確保)に向け、昨年度は、商工会員 ・農業経営者のご協力により「雇用受入意向調査」

や「障がいの理解を深める勉強会Jなどに着手し、環境さえ整えば雇用につながることが確認されたとこ

ろであります。

キーワードを「農 ・商工」と「福祉」の連携により「障がいがあっても活躍できる、新たなビジネスモ

テ、ノレ創出Jとして、本年度は、学校の協力をいただき「これまでの職場実習を拡大した就労実証試験Jr複
数職場による雇用、ンェアリングj 等、商工業 ・農業の現場で年開通じて実践し、子ども遠の持つ多くの能

力と可能性が認識されました。

単に就職先を確保するのではなく、子ども達が“大勢の中でも誰も代わりになれない" rOnly 

Oneの人 ・戦力」として必要とされ、働き先や地域・まちづくりの一員になっていくことが大切な考え

方だと感じております。

大きなビジョン「ソーシヤルタウン今金」、社会の障壁がないことが当たり前の今金町になることを目

指し、学校 ・町 ・]A ・社会福祉法人光の里などと連携しながら「オール今金」で卒業生の雇用創出の実

現に向け、少しでもお役に立てるよう微力ではありますが努力して参りたいと考えております。

「一層の飛躍の年に」
校長 高嶋利次郎

新年明けましておめでとうございます。後援会会員の皆様におかれましては、

ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。また、本校の教育活動に対しまし

て、日頃より温かい御理解と強力な御支援をいただいておりますことに、心より

感謝申し上げます。

本町では、本校の卒業生を役場の嘱託職員として雇用し、就労支援を行う「今

金町就労支援事業」が平成 23年度からスタートし、これまでに4名の卒業生が学校ではできない就労支

援を受けさせていただき、町内や近隣町に一般就労することができました。心より感謝申し上げます。

また、今金町商工会の rWにぎわしけ今金』コミュニティビジネス創出による雇用拡大プロジェク卜事

業Jが今年度から実施され、農業 ・商工業に関わる作業の個別実習を行いました。今年3月の卒業生から、



2名の生徒が商工会事業で今金町での就職を果たす予定です。これまでの本町の就労支援事業に加え、商

工会事業に基づいて今金町での就職が増えていく見込みです。

そして、平成 28年度は f創立 20周年Jを迎えます。本校開校前は槍山管内に特別支援学校(※当時

は「特殊教育諸学校J)は皆無でしたので、槍山管内に特別支援学校が「創立 ・開校」の運びに至ったの

が平成9年度となります。

学校では、槍山管内唯一の特別支援学校として開校し、創立以来 20周年目を迎える平成 28年度に、

これまでの先輩の尊い努力と地域の皆様の力強し、御支援の歴史と伝統をたどり、共生社会への転換期を迎

えた中での地域に根ざした 「開かれた学校」として、新たな取り組みへの節目となる記念事業を行う予定

です。記念事業では、学校教育目標や目指す生徒像の改定、学科の作業内容の見直しを含め、教育課程の

見直し、制服等の改定等々、様々な取り組みを行う予定です。目指す生徒像については、 「働く喜びを知

り、社会に貢献できる生徒」という項目を新たに起こす予定です。

今金高等養護学校では、 3年間の教育により、働く力と生活するカを確実に身に付けるよう教育を進め

ておりますが、過去の卒業生の状況を見ると、残念ながら、様々な理由により離職する例はあります。今

金町に就職する生徒は、 f定住」ということも期待されており、卒業後の就労支援の体制作りが急がれる

ところであります。このことについても、 20周年記念事業に位置付けて体制作りを推進して参りたいと

存じます。

今日の本校の卒業生の活躍は、学校の誘致後も長年にわたってこれほどまでに強力に支えてくださって

いる後援会の皆様や行政・関係機関 ・地域の皆様の御厚情の賜であります。

最後になりましたが、これまでの温かい御理解と強力な御支援に感謝申し上げますと共に、 20周年を

節目に地域の学校としてこれまで以上に地域や社会に貢献できる人材を育て、地域社会への貢献ができる

よう、本校職員一同努力して参る所存です。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

第 19回学校祭 「安心してください。みなさん主役ですよっ!J ~ 73人の笑顔あふれる学校祭~

学芸部 岩城研太

第 19回学校祭が 11月 15日(日)に行われました。午前の舞台発表では、観客に聞こえる声で台詞

を話し、わかりやすい大きな演技を目指し、各学年ともに全力で演じることができました。午後の生産品

販売では、全ての製品を購入して頂くことができました。 この結果は生徒たちにとって自信を深めるとと

もに、これからもより良い製品を制作していくことや接客の態度、言葉遣いなどを今よりも丁寧で明るく

行えるようにしていこうという今後の意欲につなげることができました。全校合唱では、 3つの歌を通し

て、 “友情" “自分らしさ" “大切な仲間といつまでも一緒にいたい"というテー7 を込めて全校生徒が

全力で、最高のパフォ--yンスをすることができました。お忙しい中、御来校いただきました皆様、本当に

ありがとうございました。

*当日、運世に一部支障をきたしてしまいまして誠に申し訳ありませんでした。

1学年舞台発表 「エノレコスの祈りJ 生産品販売 全校合唱

「第 7回北海道高等養護学校サッカー大会Jを終えて

スポーツ部顧問 小松 裕樹

7月4日(土)~ 5日(日)、新篠津村にて第 7回北海道高等養護学校サッカ一大会が開催され、スポ

ーツ部所属の 21名が出場しました。

本大会は、全道から高等養護学校のチームが出場する大会であり、本校も毎年出場しています。今年は、

昨年までの最高成績であるベスト 8を超えることを目標に練習を開始しました。
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練習では、スポーツ部が継続して取り組んでいる「礼儀正しさJや「活気のあるチームjを基本とし、今年

は、特に細かな技術の向上に力を入れて取り組みました。生徒の大会に対する意識が高かったこともあり、

非常に充実した練習を行うことができました。

1回戦は小樽高等支援学校との対戦となりました。前半、緊張から硬さが見られ、先取点を許す苦しい

展開となりました。 しかし、選手一丸となり、後半に点を取り返すことに成功し、同点のまま PK戦に突

入。惜しくも敗れてしまいましたが、非常に集中力の高い試合を行うことができました。

その後、交流戦にまわり新篠津高等養護学校と伊達高等養護学校との対戦となり、それぞれ6対 1、2

対 1と勝利を収めることができました。交流戦にまわることで、意欲の低下も懸念されましたが、しっか

りと気持ちを切り替え、最高のパフォーマンスを発揮することができました。

大会を通じて、成績は 1回戦敗退となりましたが、「礼儀正しさJや「活気のあるチーム」という点で、生

徒一人一人の努力や成長を感じ取れる大会となりました。特に、 3年生が良き手本となり 1、2年生を引

っ張る姿が見られた部分でも今後に繋がる大会になったと感じています。

今回経験したことを、スポーツの場面だけではなく、学校生活や将来に向けた力としてほしいと考えて

います。これからも、継続した指導、支援を行っていきますので、より 一層の御支援を頂きますようお願

い申し上げ、大会の報告といたします。

戦績結果 1回戦 「小樽高等支援学校」
l対 1(PK 3対4) 敗北

交流戦 「新篠津高等養護学校BJ
6対 1 勝利

「伊達高等養護学校j

2対 1 勝利

「第 53回北海道障害者スポーツ大会J I第 15回全国障害者スポーツ大会j を終えて

陸上部顧問金子亘喜

8月 30日 (日)に、 小樽市手宮公園陸上競技場で北海道障害者スポーツ大会が開催されました。本校

から 1年生 1名、 2年生3名、3年生 1名の計 5名の生徒が出場しました。この大会に向けて、 5人は 7

月から強化練習を積み重ね大会に臨みました。

ソフ トボール投げに出場した藤嶋さんはかな りの緊張感で試技までは「心ここにあらずJという状況で

したが、競技が始まると表情が一変し、練習通りの力を出し切り他を寄せ付けない記録で優勝しました。

100mに出場した中田さんは周りの雰囲気に飲まれてしまい、思うような走りはできませんでしたが 4

位という結果を残しました。同じく 100mに出場した市川さんは最後まで諦めずに走りましたが、中田

さん同様に 4位でした。同じ組で走った、瀬山さんは緊張することなく、 「自分の走りをするだけJとス

タート前に言っていたように、 自己ベストではなかったものの、見事優勝することができました。400

mfこ出場した三浦くんは全力を出し切り 5位となりました。4X100mリレーにも出場し、 7チーム中

4位という結果を残してくれました。今回の大会は来年度、岩手県で行われる第 16回全国障害者スポー

ツ大会の選考会となっていて、もし選考されれば来年度の全国大会に出場することになります。

-瀬山 美月(1年農業科) ・市川| かずき (3年産業科)

100m: r優勝J1 5秒 04 100m : r4位J1 6秒 16 

・中国 優樹 (2年農業科) ・三浦和晃 (2年産業課)

100m: r4位J1 3秒 61 400m: r5位J1分 04秒 23 

-藤嶋 孝大 (2年生活家庭科) ・4X100mリレー r4位J5 8秒 34

ソフトボール投げ 「優勝J55m74cm 

1 0月24日(土)~ 26日 (月)の 3日間、和歌山県で「紀の国わかやま大会j が行われました。前

年度、北海道大会のソフ トボーノレ投げで優勝した 3年産業科の石井さん、 100mで、準優勝した 2年農業

科の上回さんの 2名が北海道代表に選出され、石井さんはソフトボール投げと走り高跳び、上回さんは 1

OOmと走り幅跳びに出場しました。全国大会という大舞台でしたが、自分の力を出し切り金メダル、銀

メダルと見事獲得することができました。大会以外でも集団行動や宿舎での共同生活もしっかりしていま

した。また、学生ボランティアさんと交流を深め競技以外の場面でも大変勉強になった大会でした。北海

道選手団に選ばれ全国大会に出たということが本人の自信につながり、今後の学校生活、卒業後の生活で

の活躍が期待されます。

，、
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-石井 朔貴 (3年産業科) ソフトボーノレ投げ r 1位J60m20cmく金メダノレ〉

走り高跳び r4{立J lm50cm 

・上回 瑠衣(2年農業科) 走り幅跳び r 2 {立J 3m75cmく委長メダ、ノレ〉

100m r6位 16秒02

ソフトボーノレ投げ(石井) 走り幅跳び(上回) 北海道選手団集合写真

悌1回後援会役員会が行われました|

1 0月 30日(金)に今年度の第 1回役員会が行われました。外崎町長様をはじめ小田島会長、役

員の皆様の御臨席を賜り 、今年度上半期の事業報告及び中間決算報告が承認されました。
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