
１ 学 校 の 沿 革

平成３年９月20日 養護学校設置を県議会で採択
平成６年４月４日 秋田県立能代養護学校として開校

初代校長 石井辰徳 ほか教職員59名発令
４月14日 開校および入学式 小学部３名、中学部６名、高等部11名、計20名入学

在籍数 小学部25名、中学部12名、高等部11名、計48名（13学級）
10月28日 落成式 県知事等来賓、関係者300名列席

平成７年３月10日 第１回卒業式 小学部３名、中学部３名、計６名卒業
４月26日 『心身障害児交流活動地域推進研究』（平成７･８年度）を文部省より委嘱
10月26日 「タゴール像」建立
11月21日 自主公開研究開催（180名参加），講演講師：千葉大学教授 小出 進先生

平成８年７月12日 第１回しののめ夏祭り（550名参加）
10月16日 『心身障害児交流活動地域推進研究』公開研究発表会
11月14日 教育講演会（320名参加）、講演講師：東洋大学教授 伊藤隆二先生

平成９年４月１日 第２代校長 安田貞則 着任
４月28日 後援会結成総会
７月19日 学校開放講座（オープンスクール）開設

平成10年４月18日 しののめ菜園説明会、菜園開始
５月６日 『特殊教育実験学校研究』（平成10～12年度）を文部省より委嘱
12月９日 エレベーター供用開始

平成11年８月26日 『地域の先生』10名との対面式 授業開始（９月４日～）
平成12年４月１日 第３代校長 斎藤 孝 着任

10月25日 『特殊教育実験学校研究』公開最終報告会
平成13年10月２日 学校公開研究会 講演講師：山梨大学教授 広瀬信雄先生

12月17日 第６回高等部によるミュージカル「三年ねたろう」を能代市文化会館にて初公演
平成14年２月７日 向能代小学校との共同研究が平成13年度「秋田県教育研究奨励賞」受賞

12月16日 第７回高等部によるミュージカル「日本一のわらじ」公演（能代市文化会館）
平成15年４月１日 第４代校長 津谷正俊 着任

２学期制の施行 高等部１年生から学習コース制（生活学習、職業学習）を導入
５月14日 能代西高から借用した水田２３アールに、初めての田植え
７月 部活動（バスケットボール、サッカー、美術）開始
11月29日 特殊教育学校文化連盟 文化祭が秋田市文化会館において開催

スマイルステージ2003で、第８回高等部ミュージカル「うらしま太郎」公演
平成16年７月26日 ホームヘルパー３級養成講座開始

11月13日 創立10周年記念式典及び記念第９回高等部ミュージカル「100万回生きたねこ」公演
（能代市文化会館）

平成17年２月９日 『今、寄宿舎における教育的機能と支援の在り方』が秋田県教育研究奨励賞受賞
４月１日 第５代校長 中村 裕 着任
11月12日 第10回記念高等部ミュージカル「死神」公演（能代市文化会館）

平成18年１月31日 自主公開研究会 講演講師：山形大学教授 三浦光哉先生
11月11日 第11回高等部ミュージカル「ピノキオ」公演（能代市文化会館）

平成19年４月１日 第６代校長 伊東公士 着任
在籍数 小学部25名、中学部29名、高等部41名、計95名（27学級）

11月16日 特別支援学校文化連盟 文化祭が秋田県民会館において開催
スマイルステージ2007で、第12回高等部ミュージカル「死神～命の証～」公演

平成20年４月１日 在籍数 小学部24名、中学部26名、高等部44名、計94名（28学級）
９月19日 第７回秋田県特別支援学校総合体育大会でサッカー部初優勝
11月16日 第13回高等部ミュージカル「転校生」公演（能代市文化会館）

平成21年４月１日 第７代校長 矢田部 晃 着任
在籍数 小学部22名、中学部23名、高等部53名、計98名（27学級）

４月 部活動（スポーツ部）開始
７月26日 秋田県学校関係緑化コンクール 県知事賞受賞
10月18日 第14回高等部ミュージカル「星にねがいを～ピノキオより」公演・ミュージカル歴史

展750名の参加
平成22年４月１日 第８代校長 大野孝助 着任

在籍数 小学部28名、中学部21名、高等部53名、計102名（25学級）
４月20日 ホームヘルパー２級養成講座開始（３名修了）
11月６日 第15回高等部ミュージカル「死神」公演（能代市文化会館）

平成23年４月１日 在籍数 小学部26名、中学部25名、高等部48名、計99名（29学級）
医療的ケアで看護師を１名配置

10月14日 第16回高等部ミュージカル「100万回生きたねこ」公演（能代市文化会館）



12月26日 第18回全国特別支援学校文化祭造形美術部門 優秀賞受賞
平成24年４月１日 在籍数 小学部26名、中学部26名、高等部38名、計90名（27学級）

４月19日 ホームヘルパー２級課程講座再開（３名受講）
10月５日 第17回高等部ミュージカル公演「死神～命の証～」公演（能代市文化会館）
12月７日 県教育委員会委嘱研究最終報告会「児童生徒一人一人の主体的な社会参加を育むキャ

リア教育の実践」開催（来校者 60名）
平成25年４月１日 第９代校長 志渡 裕 着任

在籍数 小学部29名、中学部25名、高等部38名、計92名（27学級）
９月６日 秋田県学校関係緑化コンクール 県教育委員会教育長賞受賞
10月10日 高等部福祉班による「木曜カフェ」今出川珈琲館で営業開始
10月24日 スマイル・ステージ2013inのしろ 能養ミュージカル「人間になりたい」公演

県社会福祉大会 社会奉仕活動・赤い羽根共同募金 県知事表彰
平成26年４月１日 在籍数 小学部30名、中学部24名、高等部42名、計96名（24学級）

11月１日 国民文化祭「しののめ物語～トンボの見た風景～」公演（能代市文化会館）
５日 秋田県学校関係緑化コンクール 県教育委員会教育長賞受賞
13日 「本物の舞台が叶える～自己表現と伝わる喜び～」東北特別支援教育研究会 研究奨

励賞受賞
15日 創立20周年記念式典（能代市文化会館） 祝賀会（能代キャッスルホテル）

創立20周年記念ミュ－ジカル「しののめ物語～トンボの見た風景～」公演
21日 全国社会福祉大会共同募金運動奉仕功労団体 厚生労働大臣賞受賞

平成27年４月１日 在籍数 小学部26名、中学部23名、高等部42名、計91名（26学級）
文部科学省委託特別支援教育に関する実践研究充実事業（平成27～28年）

８月31日 秋田県学校関係緑化コンクール 県知事賞受賞
10月27日 「森の中の学校プロジェクト」を５か年計画でスタート ブナやナラなど250本の苗木を校地内に植樹

10月31日 第20回記念能養ミュ－ジカル「泣いた赤鬼～大切なもの～」公演（能代市文化会館）
12月21日 秋田さきがけ新聞「能養ジャンプ」掲載

平成28年２月11日 第１回能代ウインターカップ（能代市総合体育館）女子優勝
４月１日 校名を秋田県立能代支援学校に変更 第10代校長 糸屋 賢 着任

在籍数 小学部20名、中学部31名、高等部42名、計93名（25学級）
４月23日 平成28年度子どもの読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰
８月21日 全知Ｐ連平成28年度第35回全国研究協議大会東北大会（秋田大会）で、ミュ－ジカル

「果たすべきこと～守りたい～」公演（県民会館）
10月15日 第21回能代支援学校ミュ－ジカル「果たすべきこと～守りたい～」公演（能代市文化会館）
10月26日 第52回全県花だんコンクール 特別優秀賞受賞

平成29年４月１日 在籍数 小学部20名、中学部26名、高等部39名、計85名（23学級）
９月11日 秋田県学校緑化コンクール学校環境緑化の部 県緑化推進委員会会長賞受賞
10月13日 第22回能代支援学校ミュージカル｢西遊記～なりたい自分へ～｣公演(能代市文化会館)
11月９日 第18回環境美化教育優良校表彰事業 優良校・協会会長賞受賞

平成30年４月１日 第11代校長 佐藤 淳 着任
在籍数 小学部20名、中学部27名、高等部39名、計86名（23学級）

7月11日 秋田県学校関係緑化コンクール学校林等活動の部 秋田県教育委員会教育長賞受賞
10月19日 第23回能代支援学校ミュージカル｢オオカミ少年～ひとりじゃないから～｣公演

(能代市文化会館)
平成31年４月１日 在籍数 小学部22名、中学部24名、高等部48名、計94名（22学級）
令和元年10月１日 秋田県学校関係緑化コンクール学校林等活動の部 秋田県知事賞受賞

10月11日 第24回能代支援学校ミュージカル「新説 死神～命の証～」公演（能代市文化会館）
令和２年１月８日 第26回全国特別支援学校文化祭写真部門 文部科学大臣賞受賞

４月１日 第12代校長 佐藤 玉緒 着任
在籍数 小学部21名、中学部32名、高等部44名、計97名（28学級）

５月31日 全日本学校関係緑化コンクール学校林等活動の部 準特選受賞
９月２日 秋田県学校関係緑化コンクール学校林等活動の部 秋田県知事賞受賞
10月23日 学校祭「拓く」第一部 第25回能代支援学校ミュージカル「桃太郎 起つ！」公演

（能代市文化会館）
12月19日 第５回能代ウインターカップ（能代市総合体育館）女子優勝、男子準優勝

令和３年２月10日 第80回全国教育美術展 特選受賞
４月１日 在籍数 小学部24名、中学部32名、高等部45名 計101名（28学級）
９月７日 秋田県学校関係緑化コンクール 学校緑化運動の部 秋田県森林組合連合会会長賞
10月８日 学校祭「拓く」第一部 第26回能代支援ミュージカル「泣いた赤鬼～大切なもの～」

公演（能代市文化会館）
11月６日 特総体バスケットボール代替大会（男子：雄和体育館 女子：栗田支援学校）女子優

勝、男子第３位
令和４年４月１日 在籍数 小学部26名、中学部27名、高等部43名、計96名（25学級）


