
 

１１月２３日（土）に県教育委員会をはじめとする５４名の来賓
を迎え、中学部・高等部の生徒と教職員が参加して、創立４０周年
記念式典を無事に終了することができました。 
来校された方々には、学校紹介ビデオや中学部・高等部の生徒発

表を見ていただき、本校の開校からのあゆみと未来へ力強く歩んで
いく児童生徒の姿を知っていただくことができました。式典に参加
していない小学部の活動の様子は、学校紹介ビデオで紹介されまし
た。短い時間の中で、「げんきで、なかよく、たくましく」の校訓の
もと、日々の教育活動に励む児童生徒や教職員、それを支える家庭
や地域の一体感を感じ取ってもらうことができました。 

◆学校長式辞◆ 創立３０周年以降の２つの大きな出来事として、はじめに平成２２年の知肢両教育部門の併置と高等部  

の新設、次に令和２度に完成する新校舎の増築について語られました。学習環境が整うことを機に、教育  

活動の更なる充実に努めていかなければならないという学校長としての思いを付け加えました。式典に参  

加した生徒に向けては、『過去に感謝し、今を大切にすること』と『先輩が築いてきた本校で学ぶことを誇  

りに思い、今の学校生活をより実りのあるものにすること』が、未来につながることです。と、メッセージ  

を送りました。  

児童生徒そして、教職員一人ひとりが今を大切に過ごし、よき伝統を引き継いでいくことへ、想いを馳せまし 

た。９年後の５０周年記念式典で、小学部１～３年生が式典を盛り上げている姿を想像しました。 

◆ＰＴＡ会長の挨拶◆  角会長より『時代の移り変わりと共に保

護者のＰＴＡへの関わり方も変化する中、我が子

を想い、成長を応援する気持ちが変わらずにある

ことを信じております。４０周年を迎え、この先も

子どもたちのよきサポーターとして、私たちも共

に成長していければと思います。大楠のようにた

くましく、人を思いやり愛される人になるよう成

長していくことを願っております。』と、記念すべ

き４０周年の年に我が子が在学していることへの  

喜びや、本校の教育活動に携わった関係者への感謝への想い、これ  

からのＰＴＡ活動の在り方等について語られました。  

４０周年の記念式典に向けては、ＰＴＡ会費から多くの物品を購入

させていただきました。発表衣装のはっぴ、プロジェクターとスクリ

ーン、記念誌や記念品等の購入に当たり、金銭面でのご協力をいただ

きました。今回購入していただいた物品等は、今後も大切に、そして

児童生徒の学習に有意義に活用させていただきます。 

◆同窓会会長の挨拶◆  築城養護学校小学部に入学し

て今春、築城特別支援学校高等部を卒

業し、現在、自動車部品を扱う一般企

業で就労している住本会長が、『私の成

長を支援してくださった皆様に感謝し

ています。築城特別支援学校は私の「心

のふるさと」です。すべての同窓生に

とっても「心のふるさと」であること

を望んでいます。卒業後も学校や同窓  

生とのつながりを保つため、同窓会活動を継続してい  

けるようご協力をお願いします』と語りました。  

卒業して充実した生活を送り、式典という緊張する場

で堂々と式辞を読み上げる姿に胸が熱くなりました。教

職員も同窓生が集えるような会として、「つくし会」の

活動を応援していきたいと思います。住本さん、立派な

挨拶、本当にありがとうございました。 

高等部演舞「黒田節」 
ステージと体育館前方を使って、太鼓演奏と鳴子を 
使った迫力ある踊りを披露しました。揃いのはっぴ 
をまとった生徒達による迫力のある演舞でした。 

『おもてなし隊』大活躍!! 
「一生懸命接してくれる生徒さんの笑顔が
素敵でした」との感想をいただきました。 

児童生徒への記念品の一
つとして中庭で撮った集
合写真（加工入り）をお配
りしました。加工をして
いない写真を事務室横の
掲示板に飾っています。
来校の際は、是非ご覧く
ださい。お子さんの写り
はどうでしょうかね？ 

～記念発表～ 

中学部合唱「気球に乗ってどこまでも」 
明るく楽しいリズムにのって、元気な 
歌声と手拍、スイッチ操作での気球の 
浮上など工夫を凝らした合唱でした。 

◆児童生徒会会長の謝辞◆ 
今石会長が『今まで学校を応援

してくださった、たくさんの方々
に、私たちは、大きな力をいただ
いてきました。そのことを忘れ

ず、これからも「げんきでなかよ
くたくましく」という校訓を胸
に、私たち一人ひとりが伝統の重

みを感じ、母校、築城特別支援学
校の発展へ向けて、歴史を積み重
ねていきたいと思います。』と力

強く述べました。  
挨拶を見守る高等部の生徒一

人ひとりも同じ思いだったと思

います。  

事務室横の掲示板 
見てね！！ 

創立４０周年記念式典を終えて 

ス
リ
ッ
パ
を

ど
う
ぞ 

会場まで御案内しま
す。「こちらです。」  

「お待たせしました。  
コーヒーです。」  

笑顔で 
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「パプリカ」や「アナ雪」が演奏されると、表情を変

え、弦楽器の音色に耳を傾ける子、手拍子に合わせて身

体を揺らしてはしゃぐ子など、会場も盛り上がりました。 

１１月２６日（火）本校体育館にて、九州交響

楽団の５名の演奏者による室内楽公演が開催さ

れました。楽器の音色に目を輝かせ、手拍子や打

楽器体験を楽しむことができました。本物の音楽

を体験するよい機会となりました。 

◆演奏曲目◆ 

・アイネ・クライネ・ハナトムジーク 

（モーツアルト） 

・「四季」より『春』（ヴィヴァルディ） 

・シンコペーテッドクロック（アンダーソン） 

・プリンク・プランク・プルンク（アンダーソン） 

・パプリカ（米津玄師） 

・「アナと雪の女王」より Let It Go（ロペス） 

・ハンガリー舞曲 第 1番 

シンコペーテッドクロックの曲に合わせ、ウッドブ

ロックやトライアングルを鳴らし、秒針やベルの音を

表現しました。 

演奏のお礼として、児童生徒会役員から作業学習の

作品をプレゼントしました。とても喜ばれました。 

１学期にオセアニアのレスリング選手やパラ

陸上の選手が来校して、児童生徒と交流しまし

た。学校のある築上町は、オリンピック・パラリ

ンピック選手のキャンプ地になっている関係

で、選手や競技に触れ合う機会が多くあります。 

休日になりますが、12月1日（日）16：00～ 

『パラ！陸上教室』が築上町コミュニティセン

ターソピアで開催されます。選手・コーチのデモ

ンストレーションとトークショーがあるそうで

す。興味のある方は、足を運んでみてはいかがで

すか。 

鈴木 徹（選手） 

走り高跳び 

（下腿切断Ｔ６４クラス） 

2017 世界パラ選手権銅メダル 

 

小手川 郁人（コーチ） 

福岡市立障がい者スポーツセンター館長 
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この親指で、ふきんを押さえて 

力強く拭いていきます。 

12 月 16 日（月）に知的高等部の３つの作業班による校内販売会を

行いました。おおぐす祭当日は、児童生徒がゆっくりと考えて販売活動

や買い物学習をすることが難しいことから、このような校内販売会を設

けています。 

高等部の生徒は、ポスター制作、商品の製作と販売準備、金銭の受け

渡し、小中学部の児童生徒は、商品選びと金銭の受け渡しの学習機会と

なります。教科等の授業で学んだことを生かす双方にとって、実りの多

い時間となりました。 

また、肢体高等部の生徒は、無人販売という形で販売活動を行いまし

た。フェルトボールが大変好評でした。 

 

給食室の拡張工事が無事終了しま

した。業者による弁当給食から学校給

食に戻ります。調理場や配膳室が広く

なったことで、配膳・片付けの際の混

雑が解消されます。また、再調理スペ

ースの拡大や揚げ物用のフライヤー

が大きくなったことで、調理員さんの

作業効率も上がり、今まで以上に、お

いしい給食が提供されそうです。 

久しぶりのあたたかい 

汁物やパン、めん類が 

楽しみです。 
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福岡県では、教育施策の一つとして地域の企業・経済団体等
と連携して、子どもの発達段階に応じた勤労観・職業観を育む
キャリア教育と各地域のニーズに応じた職業教育を推進して
います。その取組の一つである「特別支援学校技能検定事業」
についてご紹介します。この事業は、知的障がい特別支援学校
の高等部生徒を対象にしています。就労に必要な知識・技能・
態度を習得させることで就職意欲の向上を図ることと、企業等
に障がい者理解と雇用を促すことを目的にしています。生徒が
身に付けた能力を客観的に判断するため技能検定会を開催し、
合格者には企業と連携して作成した認定証が授与されます。 

本校では、知的障がい教育部門
の「食物・サービス班」「清掃・装
飾班」「農耕・工芸班Ⅰ」の作業学
習の中で取組を行っています。 
今年度は、①テーブルふきに関

する技能の習得、②検定を受ける
際の入退室の仕方を学習していま
す。検定場面を想定した校内技能
検定会を学期に１回実施し、緊張
感をもって、学習に取り組んでい
ます。 

「濡れふきん」「乾燥ふきん」

の２種類を使います。台の縁

もきれいに拭き上げます。 

予約したクラス名を伝え、

準備してきた硬貨を支払って

買い物をすることができまし

た。品物を受け取る際の笑顔

が印象的でした。 

領収書係は、部門・学部を

漢字で記入するのが大変そ

うでしたが、丁寧に記入し

ていました。金額は、早見表

を活用して素早く記入でき

ました。 
値
札
タ
グ
の
切
り
取
り
係
と

計
算
係
の
流
れ
作
業
で
ス
ム

ー
ズ
な
レ
ジ
で
し
た
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一つひとつ商品を確認してお気

に入りの商品を選びました。 

今日で２学期も終了です。行事の多い２学期でしたが、体験的な学習

を通して成果も多い学期だったのではないでしょうか。通知表を見なが

ら、お子さんの成長についてご家族で話題が弾むことを願っています。

今回の通信では、１２月中旬に実施した「高等部校内販売会」と「特別

支援学校技能検定事業」についてお知らせします。 
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◆成人祝賀会＆ようこそ先輩◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『１学期のめあては「げんきで」ということで「元気に過ごす」 

２学期は「なかよく」ということで「力を合わせる」でした。 

３学期は「たくましく」なので「最後まで頑張りぬく」です。 

３学期は、学年のまとめの勉強がたくさんあります。元気で力を合わせ最後ま 

で気を抜かずに運動や勉強に頑張ってほしいです。皆さんの「頑張る姿」を期待 

しています。』と、島津校長が児童生徒にメッセージを伝えました。 

この校訓を基にした学期ごとのめあては、島津校長が赴任して３年間同じ内容となっています。１年１年少

しずつ「げんきでなかよくたくましい子ども」に成長してほしいという願いが込められています。 

１月１６日（木）に知的高等部と肢体高等部（Ｂ類型）のかるた大会

を実施しました。４つの目標を意識しながら、３つの競技部門（絵カード・

いろは、百人一首五色、百人一首ちらし）でそれぞれの実力を競い合いました。 

<目標>①ルールやマナーを守ろう。（かっこよく勝とう、かっこよく負けよう） 

<目標>②目標枚数を決めよう。 

<目標>③日本の伝統の遊びであるかるた・百人一首を楽しもう。 

<目標>④耳で聞いて、目で探す力を伸ばそう。 

国語の授業に加え、休み時間や家庭学習としての取り 

組みの成果が発揮され、熱戦が繰り広げられました。 

 

今年も届いた♡あたたかい♡支援に『感謝』 
①行橋高等学校から 

 玄関前にお花のプランターが届きました。毎年行橋高等学校の生徒さんが実習で植えた花をいただいています。

寒さに耐え、卒業式、入学式に玄関を彩ってくれます。高等部の農工班の生徒が大切に手入れしていきます。 

②行橋市在住の西様から 

 開校当初からしばらくは児童生徒にケーキの寄贈、時代の流れとともに冬場の燃料（ボイラーの 

灯油）に代わり、GS からの配達が困難となった一昨年からは、現金での寄贈をいただいています。 

長きに渡ってのご支援に改めて感謝いたします。 
 

児童生徒に地域の方々からの支援について伝え、感謝の思いを伝える手紙と作業学習の作品をプレゼントするこ

とにしました。児童生徒たちからのあたたかい思いが伝わることを願っています。ありがとうございます。 

TUIKI通信 ④ 02/1/22  

１月１８日（土）に同窓会「成人祝賀会」（全校児童生徒対象）と進路学習会「ようこ 
そ先輩」（中高生徒対象）を実施しました。本校を平成２９年度に卒業した新成人２１名 
の参加がありました。今年は、新成人の参加が今までで一番多く、とてもにぎやか 
な式典となりました。 

「ようこそ先輩」では、新成人の皆さんが就労先や福祉施設での活動の様子を紹 
介しました。在校生や参加した在校生保護者にとっては、進路について考えるよい 
機会となりました。実態に応じて社会参加のかたちはそれぞれ異なりますが、新成人の皆さんの自立した姿に
たくましさを感じました。在校生下校後は、新成人を祝うための「昼食会」を実施しました。お祝いにかけつ
けた同窓会会員や旧担任も参加して、思い出話や近況報告で盛り上がり、久しぶりに集った仲間や教員との楽
しいひとときを過ごしました。新成人の皆さん、今後も「げんきに なかよく たくましく」頑張ってください。 

◆３学期のはじめにあたって◆ 

◆高等部のかるた大会◆ 

ちらしの部 

絵カードの部 

いろはの部 

豊の国京築かるた 

昼食会 全校児童生徒でお祝い 晴れ着姿 
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