
 

 

昭和 37年６月: 愛知学芸大学附属岡崎小学校に特殊学級開設（１学級） 

昭和 38年４月: 愛知学芸大学附属岡崎小学校特殊学級２学級に増設 

昭和 39年２月: 愛知学芸大学附属岡崎小学校特殊学級新校舎完成 

--------４月: 愛知学芸大学附属岡崎中学校に特殊学級開設（１学級） 

昭和 40年２月: 愛知学芸大学附属岡崎中学校特殊学級新校舎完成（現中学部棟） 

--------４月: 愛知学芸大学附属岡崎中学校特殊学級２学級に増設 

昭和 41年４月: 愛知学芸大学から愛知教育大学に校名変更 

------------: 愛知教育大学附属岡崎中学校特殊学級３学級に増設 

 

昭和 42年６月: 愛知教育大学附属養護学校開校 初代校長に山本正一教授就任 

------------: 小学部３学級、中学部３学級の編制 父母教師会結成  

--------11月: 開校記念式典挙行 

昭和 43年３月: 第１回卒業証書授与式挙行（中学部卒業 12名、小学部卒業５名） 

--------４月: 高等部新設（１学級）小学部３学級、中学部３学級、高等部１学級の編制 スクールバス

運転開始 

--------５月: 卒業生父母の会結成 ９月 車庫竣工  

昭和 44年３月: 小学部校舎、高等部校舎、作業棟（一部）、厨房（一部）竣工  

--------４月: 小学部３学級、中学部３学級、高等部２学級の編制 ・本校での給食開始  

--------５月: 新校舎竣工式挙行  

--------10月: 小学部運動場、校地東側石垣完成 

昭和 45年１月: 第１回校外美術展開催（彩雲堂画廊） 

---------4月: 小学部３学級、中学部３学級、高等部３学級の編制（以後、小中高とも３学級の編制）  

---------7月: 第１回高等部３年職場実習実施  

--------11月: 「学習意欲と能力差」発刊 

昭和 46年６月: 第２代校長に飯田保次教授就任 

昭和 47年３月: 学校文集「くすの木」創刊 プール完成 

昭和 48年３月: 作業棟(窯業室､織物室､コンクリートブロック室)､食事訓練室竣工 

--------11月: 「言語表現と体力の指導」発刊 

昭和 49年３月: 生徒用足洗場完成（高等部玄関西側） 

昭和 50年６月: 第３代校長に神谷力教授就任 

昭和 51年３月: 作業棟、小学部棟への渡り廊下完成  

--------５月: 校旗、学部旗の制定（卒業生父母の会より寄贈） 



昭和 52年３月: 体育館、プール付属屋竣工、玄関前ロータリー完成 

------------: 創立 10周年記念式典挙行、創立 10周年記念誌「附養十歳」発行  

昭和 52年３月: 「附養のうた」発表 

--------４月: 第４代校長に星永俊教授就任 

--------11月: 正門改修工事完成、「感覚をたいせつにする授業」発刊  

昭和 53年 11月: 「しあわせの門碑」完成 

昭和 54年３月: 飼育舎完成 

昭和 55年 11月: 附養文化祭開催 

昭和 56年２月:「学習の動機づけ」発刊 

--------４月: 第５代校長に近藤鎰郎教授就任 

--------６月: 運動場南西部分整備、周回コース完成 

昭和 57年３月: 藤原裕子さんの詩碑完成 

--------４月: 附養動物園開設 

昭和 58年４月: 農業実習地完成 

--------６月: フィールドアスレチック完工式 

昭和 59年１月: 「発達課題の指導」発刊 

昭和 60年４月: 第６代校長に神谷清教授就任 

--------11月: 教大協合同研究集会、本校を会場として開催 

昭和 61年６月: 創立 20周年記念附養まつり開催、「附養のうた額」完成 

--------９月: 創立 20周年記念「はばたきの像」完成 

--------11月: 創立 20周年記念式典挙行、創立 20周年記念誌「附養」発行  

昭和 62年１月: 「特性を生かす授業」発刊 

--------３月: 体育倉庫等取り壊し、コンテナ倉庫設置 

--------10月: フィールドアスレチック周辺法面改修工事完成 

昭和 63年４月: 第７代校長に小笠原節夫教授就任 

平成２年１月: 「授業を創る・子供のでき方を生かして」発刊 

--------３月: 渡り通路改修工事 

--------11月: 日常生活訓練施設新設工事着工 

平成３年４月: 第８代校長に鴇田信男教授就任 

--------６月: 日常生活訓練施設「くすのきホーム」竣工 

平成５年３月: 高等部棟床張り替え 

--------11月: 「学び続ける授業 -子どもの気持ちを生かして-」発刊  

平成６年４月: 第９代校長に高橋丈司教授就任 

--------７月: プール改修 

平成８年３月: コンピュータ設置 

--------５月: 創立 30周年記念壁画、時計完成 



--------６月: 創立 30周年記念附養まつり開催、創立 30周年記念式典挙行 ・創立 30周年記念誌「附

養」発行 

--------10月: トイレ改修工事完成 

平成９年１月: 家庭科室の床張り替え 

--------４月: 第 10代校長に松井利幸教授就任 

--------11月: 「みずから動きだす子ども ―感じる わかる 表す力―」発刊  

平成 11年３月: 厨房室改修工事完成 

--------10月: 太陽発電システム設置 

平成 12年４月: 第 11代校長に間々田博司教授就任 

平成 13年 11月: 「『思い』を育む子どもたち」発刊 

平成 15年４月: 第 12代校長に目黒克彦教授就任 

--------10月: 風力発電装置設置 

--------11月: 高等部棟校舎耐震工事完成 

 

平成 17年９月: ふよう動物園改修 

--------11月: 「生活をひろげる子－子どもの「学び」を確かにする授業－」発刊 

 

平成 18年４月: 第 13代校長に都築繁幸教授就任 

--------６月: プール全面塗装 

--------８月: 中学部棟の床張り替え 

--------10月: サポートルームⅠ設置 

--------12月: 小学部棟ガス空調装置設置 

 

平成 19年３月: じゅうたん張り替え 

--------７月:サポートルームⅡ設置 

--------９月: 中学部棟ガス空調装置設置 

--------９月: 防犯カメラ正門・北門へ設置 

--------11月: 「ともに拓く特別支援教育－子どもの豊かな生活の実現をめざして－」発刊 

 

平成 20年４月: 第 14代校長に舩尾日出志教授就任 

--------11月: 小学部運動場遊具改修工事完成 

--------11月: 「支援をつなぐ特別支援教育－子どもの豊かな生活の実現をめざして－」発刊 

 

平成 21年１月: アスレチック改修工事完成 

--------２月: 新しい体育時の服装・作業着のお披露目 

 



平成 21年８月: 調理ランチルーム改修完了 

--------９月: 運動場東駐車場舗装工事完了・外灯設置 

--------10月: 第１作業棟耐震改修工事完了 

--------10月:「この子らしさを発揮するこども」発刊 

--------11月:「これでわかる特別支援教育」発刊 

--------11月: 渡り廊下バリアフリー化工事 

 

平成 22年１月: 小学部棟トイレ・体育館トイレのバリアフリー化工事完了 

--------１月: 小学部棟雨漏り対策工事 

--------１月: 災害時避難所生活親子体験会 

--------２月: 中学部棟トイレ・プールトイレのバリアフリー化工事完了 

--------11月：「特別支援教育に役立つあそびの工夫」発刊 

 

平成 23年４月: 第 15代校長に小川正光教授就任 

--------11月：「子どもたちのよさをとらえた特別支援教育」発刊 

 

平成 24年 11月：「この子らしさを活かす支援ツール」発刊 

 

平成 25年４月: 第 16代校長に礒部洋司教授就任 

--------11月：「この子らしさを活かす支援ツール２」発刊 

--------12月：旧愛知県岡崎師範学校武道場（第二作業棟）有形文化財登録 

 

平成 26年８月: 中学部棟耐震改修工事完了 

--------11月:「ともに学ぶ楽しさを感じる子」発刊 

 

平成 27年４月: 第 17代校長に加藤祥子教授就任 

--------11月：「作業学習 －働くことを学ぶ－」発行 

 

平成 28年６月：創立 50周年記念式典 

--------６月：創立 50周年記念「しあわせの門」改修 

--------６月：創立 50周年記念絵画「青空、風、愛につつまれて」設置 

--------11月：「なかよし班 －異年齢集団での活動－」発刊 

 

平成 29年１月：小学部棟第１次改修工事完了 

 

平成 30年４月：第 18代校長に石川恭教授就任 



--------10月：インクルーシブ教育推進センター 開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


