一 沿
昭和３８年 ４月 １日
〃４７年１１月１８日
〃
１２月２８日
〃４８年 ２月
〃
３月２７日
４８年 ４月 １日

革

長崎県立光が丘学園（昭和３７．９．７開設）内に川棚町立小串小学校、同川棚中学校光が丘分校併設、
精神薄弱教育開始、小学校３学級、中学校３学級
長崎県立光が丘養護学校（仮称）設立準備委員発令
委員長 大平兼男
委員 山内 静・楠本 司
校舎第一期工事着工（延 2,381.350 ㎡）竣工４９．３．３１
給食棟工事着工（延 180,000 ㎡）竣工４９．１．３１
長崎県立川棚養護学校の設置告示（県条例１３号）

〃 １１月
〃４９年 ３月１５日

長崎県立川棚養護学校開校、光が丘分校廃止
初代校長 大平兼男
他２９名発令
入学式・始業式挙行（光が丘学園を仮校舎として） 小学部９学級６９名、中学部６学級５６名
第１回運動会実施（光が丘学園にて）
校舎第二期工事着工（延 1,135.573 ㎡）竣工４９．7．３１
第１回卒業証書授与式挙行 小学部１５名、中学部２７名

〃４９年 ４月 ８日
〃
８月２８日
〃
９月 ２日
〃 １１月１２日
〃５０年 ３月１５日
〃
４月 １日
〃
４月 ８日
〃 １１月
〃５１年 ３月１５日
〃
３月

入学式・始業式挙行
小学部１０学級７６名、中学部６学級４８名
新校舎へ移転
新校舎で始業式挙行、授業開始
創立記念式典挙行、１１月１８日を創立記念日とする。
第２回卒業証書授与式挙行 小学部１５名、中学部１１名
第２代校長 吉田 敏治 着任
入学式・始業式挙行
小学部１１学級７２名、中学部６学級５４名
体育館建設（631.19 ㎡）
第３回卒業証書授与式挙行 小学部１６名、中学部２０名
作業棟建設（118 ㎡）

〃５１年 ４月 ８日
〃５２年 ３月１５日

入学式・始業式挙行
小学部１０学級６２名、中学部６学級５０名
第４回卒業証書授与式挙行 小学部１２名、中学部１８名

〃５２年 ４月 ８日
〃５３年 ３月１５日

入学式・始業式挙行
小学部９学級６０名、中学部７学級４５名
第５回卒業証書授与式挙行 小学部２６名、中学部１７名

〃５３年 ４月 １日
〃
４月 ８日
〃５４年 ３月１５日

第３代校長 副島 金三郎 着任
入学式・始業式挙行
小学部７学級４４名、中学部９学級５９名
第６回卒業証書授与式挙行 小学部１０名、中学部１７名

〃５４年 ４月 ９日
〃 １０月 ５日
〃５５年 ３月１５日

入学式・始業式挙行
小学部１１学級６２名（内訪問教育学級１、児童２名）
、中学部９学級５８名
校章・校歌制定委員会発足 ５８年 4 月１日 校歌制定
第７回卒業証書授与式挙行 小学部１８名（内訪問教育２名）
、中学部１４名

〃５５年 ４月 ８日
〃
９月１８日
〃５６年 ３月１４日

入学式・始業式挙行
小学部１０学級５０名、中学部１０学級６１名（内訪問教育学級１、生徒２名）
校章制定
第８回卒業証書授与式挙行 小学部８名、中学部３０名

〃５６年 ４月 １日
〃
４月 ８日
〃５７年 ３月１５日

校旗制定
入学式・始業式挙行
小学部１０学級４９名、中学部９学級４２名（内訪問教育学級１、生徒２名）
第９回卒業証書授与式挙行 小学部１２名、中学部１３名

〃

４月１２日

昭和５７年 ４月 １日
〃
４月 ８日
〃 １２月
〃５８年 ３月１７日

第４代校長 堀
茂 着任
入学式・始業式挙行
小学部１０学級４３名（内訪問教育学級１、児童１名）
、中学部９学級４４名
（内訪問教育学級１、生徒２名）
屋外養護・訓練施設（３基設置）
第１０回卒業証書授与式挙行 小学部９名、中学部１７名

〃５８年 ４月 １日
〃
４月 １日
〃
４月 ８日

校歌制定 作詞 大平 兼男
作曲 友永 仁
訪問教育該当児を久原養護学校に移籍する。
始業式・入学式挙行
小学部９学級４３名、中学部７学級３６名

〃
〃

５月 １日
６月１０日

〃 １１月１１日
〃５９年 ２月 ２日
〃
３月１５日

校訓を「すこやかで、明るく、たくましく」とする。
川棚町立小串小学校が昭和５８・５９年度心身障害児理解推進校として文部省の研究指定を受け、その研究協力
校になる。
創立十周年記念学習発表会を開催する。
心身障害児理解推進研究中間発表会を小串小学校で開催する。
第１１回卒業証書授与式挙行 小学部１５名、中学部１３名

〃５９年 ４月 １日
〃 ４月 ９日
〃 ９月 ３日
〃１１月 ９日
〃６０年 ３月１５日

第５代校長 笠原 昭人 着任
始業式・入学式挙行
小学部８学級３１名、中学部７学級３９名
校樹を梅（うめ）に決め、紅梅・白梅を植える。
（６０．３）
小串小学校の心身障害児理解推進校の研究発表があり、本校で交流実践活動の成果を発表する。
第１２回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部１３名

〃６０年 ４月 ８日
〃６１年 １月２８日

始業式・入学式挙行
小学部７学級３０名、中学部６学級３４名
「生活力にあふれた児童生徒の育成をめざして」〜遊びから手仕事、そして作業学習を通して〜の主題で研究発
表会を開催し、紀要第三集を発刊する。
第１３回卒業証書授与式挙行 小学部７名、中学部１１名

〃 ３月１５日
〃６１年 ４月 １日
〃 ４月 ８日
〃６２年 ３月１４日

第６代校長 有川 幸利 着任
始業式・入学式挙行
小学部７学級３１名、中学部５学級３１名
第１４回卒業証書授与式挙行 小学部４名、中学部１５名

〃６２年 ４月 ８日
〃６３年 ３月１５日

始業式・入学式挙行
小学部６学級２７名、中学部４学級２１名
第１５回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部８名

〃６３年 ４月 ８日
平成元年 ２月
〃 ３月１５日

始業式・入学式挙行
小学部６学級２７名、中学部４学級２４名
校地西側法面等緑化推進事業
第１６回卒業証書授与式挙行 小学部８名、中学部８名

〃 元年
〃
〃
〃 ２年

４月 １日
４月 ８日
８月
３月１５日

〃 ２年 ４月 ９日

第７代校長 坂本 清 着任
始業式・入学式挙行
小学部８学級３２名、中学部６学級３０名
職員・生徒玄関入口補修、体育館入口スロープ設置
第１７回卒業証書授与式挙行 小学部８名、中学部１１名

〃 ３年 ２月 ４日
〃 ３月１５日

始業式・入学式挙行
小学部８学級３０名、中学部６学級２８名
文部省・県教委指定「心身障害児適正就学推進に関する研究」の指定を受ける。
（研究期間 平成２年 4 月１９日～平成３年３月３１日）
文部省・県教委指定「心身障害児適正就学推進に関する研究」の研究発表会を開催する。
第１８回卒業証書授与式挙行 小学部１０名、中学部９名

〃 ３年 ４月 １日
〃 ４月 ８日
〃 ４年 ３月１４日

第８代校長 江口 武男 着任
始業式・入学式挙行
小学部９学級２７名、中学部６学級３５名
第１９回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部１３名

〃 ４年 ４月 ８日
〃１１月２９日
〃 ５年 ３月１５日
〃 ５年 ４月 ８日
〃 ６年 ３月１７日

始業式・入学式挙行
小学部９学級２９名、中学部８学級３０名
創立２０周年記念式典を挙行する。
第２０回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部１０名
始業式・入学式挙行
小学部８学級２８名、中学部７学級２７名
第２１回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部１３名

〃 ６年 ４月 １日
〃 ４月 ８日

第９代校長 坂本 太致 着任
始業式・入学式挙行
小学部８学級２５名、中学部６学級２０名

〃 ４月２６日

〃 ４月２１日
〃 ７年 ２月 ３日
〃 ３月１６日

文部省・県教委指定「児童生徒の実態に即した指導内容・方法に関する研究」の指定を受ける。
（研究期間 平成６年 4 月１４日～平成８年３月３１日）
文部省・県教委指定研究の中間発表会を開催
第２２回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部８名

〃 ７年 ４月１０日

始業式・入学式挙行

小学部８学級２６名、中学部６学級１９名

〃 １１月２２日
〃 ８年 ３月１５日
〃
３月

文部省・県教委指定研究の発表会を開催する。
第２３回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部６名
エレベーター・自動ドア設置

〃
４月 ８日
〃 ９年 ３月１８日

始業式・入学式挙行
小学部７学級２４名、中学部６学級１９名
第２４回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部６名

〃 ９年 ４月 ８日
〃１０年 ３月１９日

始業式・入学式挙行
小学部６学級２３名、中学部６学級１９名
第２５回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部８名

〃１０年
〃
〃
〃１１年
〃

４月 １日
４月 ８日
９月
３月
３月１７日

第１０代校長 馬場 国利 着任
始業式・入学式挙行
小学部８学級２７名、中学部５学級１８名
木工室・作業室改修工事
A 棟耐震補強工事、受電所改装工事
第２６回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部５名

〃１１年 ４月 ８日
〃
７月
〃１２年 ３月１６日

始業式・入学式挙行
小学部８学級２７名、中学部５学級２１名
B 棟耐震補強工事
第２７回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部７名

〃１２年 ４月１０日
〃１３年 ３月１５日
〃
３月

始業式・入学式挙行
小学部８学級２３名、中学部６学級２３名
第２８回卒業証書授与式挙行 小学部７名、中学部７名
校内 LAN 工事

〃１３年
〃
〃
〃
〃１４年

４月 １日
４月 ９日
６月
９月
３月１４日

第１１代校長
井 一彦 着任
始業式・入学式挙行
小学部７学級２３名、中学部７学級２６名
冷房設備工事（普通教室・図書室に１６台設置）
緊急通報装置新設工事
第２９回卒業証書授与式挙行 小学部７名、中学部１２名

〃１４年 ４月 ８日
〃１５年 ３月１４日

始業式・入学式挙行
小学部７学級２５名、中学部６学級２３名
第３０回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部８名

〃１５年 ４月 １日
〃
４月 ８日
〃 １１月１５日
〃１６年 ３月１６日

第１２代校長 長田 康志 着任
始業式・入学式挙行
小学部８学級２８名、中学部６学級２３名
創立３０周年記念式典を挙行する。
第３１回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部９名

〃１６年 ４月 ８日
〃１７年 ３月１５日
〃
３月

始業式・入学式挙行
小学部９学級２８名、中学部５学級１８名
第３２回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部１０名
児童生徒送迎車用屋根設置工事

〃１７年 ４月 ８日
〃
４月
〃１８年 ２月１０日

始業式・入学式挙行
小学部９学級２７名、中学部４学級１６名
平成 17 年度・平成 18 年度長崎県教育委員会「教育課程」研究指定を受ける。
長崎県教育委員会「教育課程」研究指定
主題「個別の教育支援計画を生かした教育課程の編成のあり方をさぐる」で中間発表会を開催する。
第３３回卒業証書授与式挙行 小学部５名、中学部６名

〃

３月１４日

〃１８年 ４月 １日
〃
４月１０日
〃１９年 ２月 ９日

〃
〃
〃

２月２８日
３月１３日
３月３１日

校訓に「なかよく」を加え、新たに「すこやかで 明るく なかよく たくましく」とする。
第１３代校長 緒方 隆一 着任
始業式・入学式挙行
小学部１０学級２７名、中学部４学級１６名
長崎県教育委員会「教育課程」研究指定
主題「個別の教育支援計画を生かした教育課程の編成のあり方をさぐる ～個別の教育支援計画を生かした教
育課程の見直し（2 年次）～」で研究発表会を開催し、2 年間の研究の成果を発表する。
管理棟内部（職員室、音楽室、図書室）改修工事竣工
第３４回卒業証書授与式挙行
小学部５名、中学部４名
防犯カメラ設置

〃１９年
〃
〃２０年
〃

４月 ９日
８月
２月
３月１４日

始業式・入学式挙行
小学部９学級２７名、中学部４学級１７名
体育館耐震工事
運動場改修工事
第３５回卒業証書授与式挙行 小学部８名、中学部７名

〃２０年 ４月 ８日
〃２１年 ３月１３日

始業式・入学式挙行 小学部８学級２５名、中学部５学級２０名
第３６回卒業証書授与式挙行 小学部７名、中学部５名

〃２１年 ４月 ８日
〃２２年 ３月１６日
〃 ４月 １日
〃 ４月 ８日
〃 ６月１７日
〃２３年 ３月１１日

始業式・入学式挙行 小学部８学級２２名、中学部６学級２１名
第３７回卒業証書授与式挙行 小学部４名、中学部５名
長崎県立川棚特別支援学校に校名変更
第１４代校長 山本 寛瑞 着任
始業式・入学式挙行
小学部７学級２３名、中学部６学級２０名
児童生徒送迎者用カーポート設置工事
第３８回卒業証書授与式挙行 小学部７名、中学部１０名

〃２３年 ４月 ８日
12 月
〃２４年 １月１２日
３月１５日

始業式・入学式挙行
小学部７学級１９名、中学部６学級２１名
体育館玄関・トイレ改修工事
電話機取り替え及び増設工事
第３９回卒業証書授与式挙行 小学部２名、中学部７名

〃２４年 ４月 ９日
〃２４年 ７月３０日
８月 ７日
１０月２５日
〃２５年 ２月
３月１４日
３月１５日

始業式・入学式挙行
小学部７学級１９名、中学部５学級１８名
階段・廊下シート貼り替え工事
空調機新設・取り替え工事
校内放送設備改修
教室パーティション改修工事
第４０回卒業証書授与式挙行 小学部６名、中学部８名
太陽光防犯灯設置工事

〃２５年 ４月 １日
４月 ８日
９月 ９日
９月２０日
〃２６年 ２月２５日
３月１８日

第１５代校長 太田 恒子 着任
始業式・入学式挙行 小学部７学級１４名、中学部５学級１９名
体育館放送設備改修工事
体育館照明灯改修工事
給食棟新築工事
第４１回卒業証書授与式挙行 小学部４名、中学部７名

〃２６年 ４月 ８日
〃２７年 ３月１６日
３月１７日

始業式・入学式挙行
小学部７学級１４名、中学部４学級１５名
教室Ｂ棟外部・旧給食棟内部改修工事
第４２回卒業証書授与式挙行 小学部４名 中学部４名

〃２７年 ４月 １日
４月 ８日
〃２８年 ３月１５日

第１６代校長 東 真由美 着任
始業式・入学式挙行 小学部７学級１５名、中学部５学級１９名
第４３回卒業証書授与式挙行 小学部２名 中学部８名

〃２８年 ４月 ８日

始業式・入学式挙行 小学部６学級１７名、中学部５学級１８名

〃２９年 ２月２３日
３月１５日

校舎外部・内部改修工事完了
第４４回卒業証書授与式挙行 小学部４名 中学部５名

〃２９年 ４月 １日
４月１０日
４月１１日
〃３０年 ３月１５日

第１７代校長 山﨑 由美 着任
新校訓「明朗 協力 自立」
、新校歌の制定
始業式・小学部、中学部入学式挙行 小学部６学級１７名、中学部６学級２５名
高等部開設式・入学式挙行 ２学級１１名
第４５回卒業証書授与式挙行 小学部２名 中学部１３名

〃３０年 ４月 １日
４月 ９日

第１８代校長 佐藤 凡人 着任
始業式・入学式挙行 小学部６学級２３名、中学部４学級２１名、高等部５学級２９名

