小清水小学校

学校だより

羽ばたけ
平成 27 年 4 月 20 日

＜第 1 号＞

平 成 2 ７ 年 度 入 学 式 式 辞
小清水町立小清水小学校長

寺

本

聡

今、堂々と入場してきた四十一人の一年生の皆さん、小清水小学校入学おめでとうございます。
三月に保育所や幼稚園を修了した皆さんが、今日、こうして入学してくるのを校長先生はとって
も楽しみにしていました。校長先生だけではありません。担任の先生や他の先生方、二年生から
六年生までのお兄さん・お姉さんたちも、楽しみに待っていました。もちろん、皆さんのお父さ
ん・お母さん、おじいちゃん・おばあちゃんもそうだと思います。でも、一番楽しみにしていた
のは、きっと一年生の皆さんだったのではないかとと思います。ちょっと聞いてみましょう。
今日、学校に来るのが楽しみだったよ、という人は手を真っ直ぐに挙げてごらんなさい
たくさん手が挙がりました。校長先生は、とても嬉しく思います。学校ではお勉強をしたり、
みんなで仲良くしたり、お兄さん・お姉さんと遊んだりと、楽しいことがいっぱいあります。明
日からも、楽しみに学校に来てくださいね。
皆さんが、これから小清水小学校の立派な一年生になる様子を、今日は小清水町教育委員会委
員長・鬼塚茂様、ＰＴＡ会長・苅込洋一様、駐在所所長・上野英樹様をはじめ、多くのお客様が
見に来て下さいました。皆さんの右側に座っていらっしゃる方々です。
そこで、立派な一年生になるために、皆さんには二つの約束をしてほしいのです。
一つは「明るい挨拶と元気な返事」です。おはようございます・こんにちは・ありがとうござ
います、はいっ、と言うようにです。
もう一つは、
「交通安全」です。道路を渡るときなど、飛び出したりしないように、車に気を
つけて学校に来てください。帰るときも同じですよ。皆さんの交通安全を願って、小清水更正保
護女性会の皆さんから手作りの交通安全マスコットをいただきました。大切に使ってくださいね。
今お話しした「明るい挨拶・元気な返事」と「交通安全」の二つ、約束ですよ。お客様やお父
さん・お母さんにも聞いていただきましたので、今日からさっそく頑張りましょう。
では、今度はみんなのお父さん・お母さんにお話しするので、少しの間待っていてくださいね。
保護者の皆様、お子様のご入学誠におめでとうございます。校長の寺本 聡と申します。どう
ぞよろしくお願いいたします。
本校は、
「当たり前のことを当たり前にできる学校・子ども」をめざし、子どもたちに生きて
いく力を付けるべく、
「チーム小清水小学校」として職員一同、全力で教育活動に取り組んで参
ります。保護者の皆様が、これまで大切に育てられてきたお子様を、本日より確かにお預かり致
します。どうぞ、今後ともよろしくご支援・ご協力の程お願い申し上げ、校長の言葉と致します。
さて、一年生の皆さん、明日からも明るく元気に学校に来て下さいね。校長先生、待っていま
すよ。そして、いっぱいお勉強して、いっぱい遊んで、心も体もいっぱい大きくなって下さい。
これで、校長先生のお話を終わります。
（平成二十七年四月六日 小清水小学校長 寺本 聡）

□平成２７年度の小清水小学校は新１年生４１名（男子１９名・女子２２名）を迎え、全校児童
228 名（男子１０３名・女子１２５名）でのスタートとなりました。職員は岸本貴之教諭、今野
里音教諭、中村美聖教諭の３名が転入。阿部昭紀先生と小坂真紀先生は昨年度から引き続き期限
付教諭として、武藤先生改め佐藤夏美先生、片山登支援員にも引き続き特別支援担当をお願いす
ることができました。この他に、公務補として小清水小出身の鈴木将太さん、ＡＬＴのキャリー・
ナタリー先生を迎え総勢２７名のスタッフ全員が「チーム小清水小学校」として、
「当たり前の
ことを当たり前にできる子どもを育てる」
「全ては子どもたち一人ひとりのために」
「子どもに力
をつける」
「小清水の子は小清水で育てる」を合い言葉に、小清水小学校の教育活動に全力で取
り組んで参ります。今年度も保護者・地域の皆様には、よろしくご支援・ご協力の程心よりお願
い申し上げます。

．
■今年度は「土曜授業」
（土曜日授業ではありません）の実施回数が増え、年間１３回を予定し
ています。昨年は学校行事を中心に行ってきましたが、今年度は普通授業も行っていきます。そ
の目的は、
「子どもの学力向上（底上げ）
」
です。土曜授業を実施することで生み出される時間を、子どもの学力向上や定着に活用していき
ます。全ては、将来にわたって子どもが生きていく上で必要な学力を身に付けるためです。家庭
学習や生活リズムチェックシートなど、関係する取組も昨年同様行っていきます。それには、保
護者・ご家庭のご協力が不可欠になります。どうぞよろしくご協力のほどお願いします。
□なお、９月２６日（土）が最初となる小・中の同一普通授業日（小学校・中学校共に土曜授業
で普通授業を実施する日）には、給食が出ることになりました。今年度は４回の実施予定です。
■今年度、特に算数の学力向上を図るために２年生以上の全学年・学級で「習熟度別学習」を行
います。習熟度別学習担当教諭（算数チーフ）が中心になって、各担任と連絡・調整を密にしな
がら授業を進めていきます。その目指すところは、次のことです。
どの子も、算数がわかる・できるようになる
どの道を通っても、目指す「ねらい」はその学年で学ぶ学習内容の理解と確実な習得です。子ど
もたちの「そうか」
「分かった」
「できた」という笑顔が増えるように、全力で取り組んで行きま
す。
□参観日の全体懇談会等で、いつも保護者の皆様にご協力をお願いしていることがあります。
１．携帯電話・スマートフォン →
２．歩かせましょう →

基本持たせないで頂きたい。深刻な問題・トラブルの発生

子どもの運動能力低下。子どもを鍛えましょう（登下校時）

「１．携帯電話・スマートフォン」については、全国で深刻なトラブルが発生しています。時に
は、尊い命が奪われる事件にまでなってしまう事もあります。他人事や「他の地域のこと」では
なく、小清水の子も、いつ当事者になるか分からないものです。一度持つと、子どもは「止めら
れない」のです。ですから、学校からの強い強いお願いです。子どもに携帯・スマホを持たせな
い、使わせないよう、お願いいたします。
「２．歩かせましょう」は、本校児童の体力運動能力検査の結果からです。
「全身持久力」が男
女ともにほとんど全ての学年で落ち込んでいる状況です。出来るところから、ということで体力
育成の意味を込め登下校時の車による送迎は極力せずに、子どもを歩かせましょう、というお願
いです。
■お願いばかりでたいへん恐縮ですが、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

平成２７年度は次の担当で教育活動を推進いたします。
どうぞよろしくお願いします。
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くるみ学級担任

久世 瞬一
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阿部 秀樹

つくし学級担任

時田 雅子

１年１組担任

日村

ことばの教室担当

塩川 祐子

１年２組担任

西内 悠起子

習熟ＴＴ担当（３年以上算数） 吉田 知孝

２年１組担任

岸本 貴之

栄養教諭

河原崎 好

２年２組担任

島田 琴美

養護教諭

遠藤 洋子

３年１組担任

中村 美聖

専科（図工家庭科）

小坂 真紀

４年１組担任

神山 達郎

特別支援担当

佐藤 夏美

５年１組担任

佐藤 朋弥

事務職員

佐藤 岳詩

６年１組担任

窪田 大輝

公務補

鈴木 将太

６年２組担任

澤入 弥生

特別支援員

片山

すみれ学級担任

阿部 昭紀

特別支援員（介助）

菅野 美幸

すみれ学級担任

沢田 早生

ＡＬＴ（外国語指導助手） ｶｯﾂ､ｷｬﾘｰﾅﾀﾘｰ

さくら学級担任

今野 里音
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＜１年生へのお祝いの品>
・お祝い商品券
（小清水町様）

＜お願い＞

・交通安全ワッペン
（各保険会社様）
・防犯ブザー

①今年度も学校行事や授業風景など、学校で撮影
した写真を各種配布物（学校だより、学級通信

（小清水町救世クラブ様）

ＰＴＡ広報誌等）や学校発行冊子（文集、研修

（小清水町防犯協会様）

録等）
、掲示物などの教育関係活動で使用させ

・交通安全お守りマスコット

ていただきます。個人情報についてご不明な点

（更生保護女性会様）
・ノート

やご意見があれば学校にお問い合わせ下さい。

（小清水消防後援会様）
・防犯笛
（日本マクドナルド様）
・ランドセルカバー
(斜里地区交通安全協会)

②児童登校後は、安全上玄関は施錠していまあす
ので、ご来校の際はインターホンで職員室を呼
び出してください。来客入口は児童玄関の右は
じです。

・名札
（小清水町救世クラブ様）
ありがとうございました

交通安全にご協力を！
新年度が始まり、登下校の安全指導を行いました。子どもたちの様子を見ていると、道路の横
断や、歩道の歩き方など、交通ルールが身についていない場面も見られました。ご家庭でも安全
についてお子さんと話題にしていただき「交通ルールはしっかり守る」
「自分の身は自分で守る」
気持ちと態度を身につけてほしいと思います。どうぞよろしくおねがいします。

今野 里音

どうぞよろしくお願いします

この度、北見市立北光
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この度、網走市立白鳥台小学校から異動してきま

した。隣町だったこともあり、海や山が見え、自然に囲まれた
いい地域だなと思っていました。早く学校生活に慣れ、地域の
ことを知り、全力でがんばりたいと思います。よろしくお願い
します。

入学式・元気でピカピカの１年生です！

４月６日（月）入学式を行いました。４１名の１年生が、担任の先生の呼びかけに
元気よく返事をしたあと、
「よろしくお願いします」と挨拶ができました。

入学式から一週間、４月１３日(月)から給食も始まりました。みんな、元気に食べ
ていました。少しずつ学校生活にも慣れてきた一年生です。

