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教教育育理理念念「「ここのの子子ららにに光光明明をを」」「「ここのの子子ららをを光光明明にに」」

高等部体育祭，小・中学部運動会，共に大成功！！
５月１２日(金)高等部の体育祭が晴天の下，行われました。例年より２週間早い開催でしたが，さ
すがは高等部！短い練習期間であったにも関わらず，生徒それぞれが目標を持って取り組みました。
体育祭当日は，その成果が現れたのはもちろんのこと，喜びや悔しさ，感動などがあふれたすばらし
い行事となりました。
また，５月２７日(土)には，小･中学部運動会が行われました。残念ながら
白熱！高等部リレー

天候不良により体育館での実施となりました。しかしながら，子供たちは積み

重ねてきた学習の成果を十分に発揮し，大いに盛り上がりを見せました。
いずれも，おいでいただいた多くの保護者の皆様には，お子様方の意欲につながる温かい御声援と拍
手をいただきました。本当にありがとうございました。

運 動 会 は じ ま る よ ぉ ～ !!

個人面談ありがとうございました！！
５月１７日(水)， １８日 (木)の両日，今年度 最初 の個人面談 が行われ まし た。 御多用 の 中，お 越し い
ただきあり がとうご ざい ました。今 回の面談 の中 心は 「個別 の教育支 援計 画 」の作成 でした。 お子 様の
成長を「学 校」「家 庭」 「地域」「 医療」が どの ように支え ていくか 確認 する良い機 会です 。 「個 別の
教育支援計 画」はき れい に保存して おくもの では ありません 。辞書と 同様 に ，いつで も取り出 せる 所に
おいて，と きには赤 線を 引くなど ， 十分に活 用し ていただき たいと思 いま す。必要に 応じて学 校以 外の
（お子様を 支える） 関係 機関とも共 有するこ とが 大事です。

６月の行事予定

（小→小 学 部 中→中 学 部 高→高 等 部 Ａ→Ａ課 程 Ｂ→Ｂ課程）

1 日(木) 特学新担研会場 安全点検
耳鼻科検診(小１・３・５/中高１・３)
2 日(金) 遠足(小：低学年Ａ，US ランド)
高：就業体験オリ
5 日(月) 前期就業体験実習(～16 日)
6 日(火) 進路研修会(保護者対象) 介護等体験⑥
南中山中との交流会①
7 日(水) 歯科検診③(小高Ａ/中)
8 日(木) 南中山小との交流会① 学校見学会(小)①
校外学習(中２，鐘崎蒲鉾館)①
9 日(金) 遠足(小：低学年Ｂ，US ランド) 校外学習(エコーＡ)
通学バス乗車指導② ブロック研修会①
12 日(月) 防災避難訓練＆引き渡し訓練①
学校見学会(地域・施設) 校納金振替日
13 日(火) 高：サークル 眼科検診②(小高Ａ/中)
校外学習(小：中学年Ｂ，科学館)
14 日(水) 高フリー参観 眼科検診③(小Ｂ)
校外学習(小：中学年Ａ，科学館)
15 日(木) 高フリー参観 校外学習(エコーＢ)
高２修学旅行，高 1 宿泊学習保護者説明会

16 日(金) 内科検診③(中） 学校見学会(高)①
遠足(小：高学年Ｂ，ベニーランド）
通学バス情報交換会②
19 日(月) 学校見学会(中)①
20 日(火) 高：サークル 遠足(小：高学年Ａ，ベニーランド）
介護等体験⑦ 新担研(啓佑学園見学）
21 日(水) 医療相談①(ＡＭ） 校外学習(エコー小）
遠足(小：高学年Ｂ）予備日
22 日(木) 中２AB 宿泊学習(１日目，グランディ）
介護等体験⑧
23 日(金) 中２AB 宿泊学習(２日目）校外学習(エコー高Ｃ）
内科検診④(高Ｂ１・２）
26 日(月) 教育実習(～7/7）
27 日(火) 就業体験報告会 介護等体験⑨
学校学園連絡会③
28 日(水) 中３修学旅行(１日目，東京方面）
29 日(木) 中３修学旅行(２日目）
高１学年の日(余暇，コロナキャットボウル仙台店）
30 日(金) 中３修学旅行(３日目）給食参観・試食会(小 B)
校外学習(高Ａ，カラオケまねきねこ）

連

お子さんへの悩み，親として
の悩み，ございませんか？
お気軽にお電話ください。本校の保
護者の方々はもちろんのこと，地域の
方々の御相談もお受けしております。
連絡は右記連絡先まで。

絡
先
〔本校舎〕
〔小学部校舎〕
住 所）〒981-3213
住 所）〒981-3213
仙台市泉区 南中山 5-1-1
仙台市泉区 南中山 5-3-1
電 話）０２２－３７９－６５５５
電 話）０２２－３７６－８２３１
F A X）０２２－３７９－６５５７
F A X）０２２－３７６－８２３８
メールアドレス） chief@koumyo.myswan.ne.jp
ホームページ ) http://www.koumyo.myswan.ne.jp/
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