
 令和４年４月１４日(木) 

福岡市立南福岡特別支援学校 

学校だより No．2 

（文責：校長 平川 千佳） 
 

令和４年度 そろいました 
 ４月１３日(水)、令和４年度の入学式を行いました。今年は、小学部１６名(訪問２名)、   

中学部１０名、高等部１１名(訪問２名)の計３７名の新入生を迎え、全校児童生徒名が揃いま

した。 

令和４年度も、子どもたちのよりよい成長を目指して、教職員全員でスクラムを組んで教育

活動を推進してまいります。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

令和４年度の本校スタッフを紹介します！ 
《校長》平川 千佳  《教頭》近藤 達也・阿部 一行  《教務主任》篠塚 亜矢子 

《進路支援専科》花田 大輔・尾方 祐輔  《拠点校指導教員》日髙 徹 

《自立活動専科》重岡 飛鳥・藤井 大輔・平嶋 菜名実・舘山 かんな 

《ＩＣＴ教育専科》村本 丈典 

《養護教諭》木村 奈稚子・古賀 芽美  《栄養教諭》石井 陽子 

《事務室》後藤 真実・後藤 真由美・鵜池 健・田浦 彩 

《事務補助》芳賀 郁子 《ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ》後藤 俊介・西村 芳香 

【小学部】（児童数：８６名） 

年 組 児童数 担 任 学校介助員 

１ 

１ ５名 
名 

 

池田 梨紗  中村 美香  吉住 帆加 
 

２ ５名 倉冨 健吾  児玉 裕美  佐藤 さくら 佐藤 聡子 

３ ４名 
 
上野山 陽哉  鶴田 美也子  横尾 雅世  

 

２ 

 

１ ４名 槻木 知子  山口 美聡 浅倉 由美 

２ ５名 源島 純子  重松 智美  吉永 彩夏  

３ ４名 岡本 愛満  花木 梨恵 森山 優美 

３ 

 

１ ４名 佐藤 冴子  波戸内 瑞芳  渡邊 久美子  

２ ４名 讃井 恵菜  德永 麗奈  宮本 庸子  

３ ４名 久野 義一  山根 彩乃 綿谷 美保子 

４ 

 

１ ４名 上原 秀美  水上 憲一  網重 静恵  

２ ４名 久冨 七海  深井 享子  森元 千恵子  

３ ５名 石川 康浩  佐々田 紗希  北條 智子   

５ 
１ ５名 津野田 晃大  中尾 菜生  山本 葉月   

２ ４名 關 みなみ  藤木 昌直  川口 麗子  

６ 

１

１ 

４名 大坂 幸子  田中 穂積  雪丸 智帆  

２ ４名 大塚 理恵  黒田 哲郎  佐藤 咲   大園 莉帆 

３ ５名 菊池 恵美  古賀 愛  豊本 将也 井口 里美 

訪問 12名 
(1 組)和田 初美  (2組) 石田 真弓  (3組)河野 仁 
(4 組)安部田 綾香  (5 組) 中村 桂住江 

 

 



【中学部】（生徒数：４０名） 

年 組 生徒数 担  任 

１ 
１ ５名 内田 祐太  神田 陽菜  武田 美穂  山田 由美 

２ ５名 今泉 一成  上舞 啓太  西川 洋子  宮﨑 梢 

２ 

１ ５名 江藤 伸康  久田 亮太  二宮 和子 

２ 

 

５名 宮崎 泰弘  仲谷 仁美  三俣 千郷 

３ ５名 浅見 亨郁   西 龍樹   永山 由季子 

３ 

１ ４名 橋本 泰利  西江 崇   永野 一葉 

２ ３名 原田 知也  藤巻 里帆 

３ ４名 東 良祐   坂中 幸治  今村 友音 

訪問 ４名 (1 組) 原口 繭子       (2 組) 山田 麻代 
 

【高等部】（生徒数：３１名） 

年 組 生徒数 担  任 非常勤実習助手 

１ 

 

１ ５名 内野 誠   白垣 里菜  中尾 聖 高濱 美子 

２ ４名 志佐 哲郎   永島 晶子   原田 昌寛   矢野 知子  

２ 

 

１ ３名 今長谷 絢  今村 隆   古賀 靖子       

２ ３名 田中 道明     鳥飼 恵美 伊藤 仁美 

３ 

１ ４名 安部 葉子  有年 範洋  二宮 一人  

２ ４名 川津 茜   森川 海   渡邉 珠由  

３ 4名 阿瀉濱 慶子  高橋 佳伸  知念 圭子  

訪問 5名 (1 組) 山里 華織    (2 組) 村田 利嘉子  

 

《学校用務員》拠点校(弥生小)より派遣されてきます。《ボイラー》宮内 興一 

《学校看護師》井上 美紀 後藤 京子 中川原 美紀 中野 裕子 仁平 晶子 

 福岡 真由美 福地 美穂子 真崎 里保 大和 真由美 

《給食介助員》友成 恭子 林 理江 堀江 栄子 三留 美貴   

《給食室》松田 登志子  野田 範子  堤田 奈美 池田 聖子 岩佐 久美子 鎌田 久美子 

     大塚 寿美代 𠮷原 美保 徳田 麻依  大川 恵 梅津 美穂 

《バス介助員》(長 住 線)西田 一美   結城 晃    (土 井 線)池尾 則子   山田 美智子 

       (松 島 線)大澤 裕樹   光安 聖子   (大手門線)福田 美賀   米山 加奈子 

       (美野島線)茅野 美幸   板垣 たえ子 (鶴 田 線)百田 久美子   小野原 智子 

       (花 畑 線)釜堀 郁美  佐々木 治美  (照 葉 線)秋岡 聡美   林 恵津子 

 以上が、令和４年度福岡市立南福岡特別支援学校の全スタッフです。 

１年間、どうぞよろしくお願いします。 

 

※水泳学習については、5月 16日に開始できるよう準備を進めています。 

新型コロナウイルスの感染状況をみて可否を判断し、連絡いたします。 
 


