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平成３０年度スタート 満開の桜 3/2９

今年は、校庭の桜が３月末には満開になりました。

そんな中、退職・転出する多くの教職員を送り出し、

寂しい思いをしました。しかし、４月に新たに多くの

教職員を迎え、元気に平成30年度をスタートさせま

した。今年度も教職員が一枚岩となり、子どもたちの

健全育成に全力で取り組んでいきます。どうぞよろし

くお願いします。

平成３０年度学校経営方針

本校では「すべての教育活動は、児童のためにある」

という教育理念のもと、「児童指導をすべての教育活

動の基盤にする」という経営方針を立てました。児童

指導は全教育活動の基盤であり、すべての教育活動に

先立って最優先で行うということです。どんなに力量

のある教員でも、児童指導面で不安定な学級ではその

力量を発揮できないからです。

この教育理念・経営方針のもと、具体的には、次の

ように努力点を決めました。

１ 基本的な生活習慣の育成に努め、心の教育の

充実を図る。【心づくり】

２ 学習習慣の育成に努め、自学力を高め、学力

の向上を図る。【頭づくり】

３ 健康で安全な生活習慣の育成に努め、体力の

向上を図る。【体づくり】

４ 信頼される学校、地域とともにある学校づく

りに努める。【家庭・地域との連携】

５ 中学校との連携を通しての継続的な指導に努

める。【小中一貫教育】

さらに、この努力点のもと、学習指導面、生活指導

面の具体策を決めました。これらを基本に本校の教育

活動を進めていきます。この場では、すべての具体策

を伝えられませんが、本校のホームページに「平成

３０年度グランドデザイン」をアップしてあります

ので、詳しくはホームページをご覧ください。

楽しい職場づくりが「楽しい学校」づくりへ

働き方改革が関心を

集めていますが、私は

次のように考えていま

す。

勤務時間外の勤務の

短縮はもちろん大切で

すが、それよりも職員間の協力体制の確立が大切であ

ると考えます。同じ仕事をしても、協力体制のない職

場では、仕事量以上に疲れます。協力体制や助け合う

雰囲気のある職場では、楽しく仕事ができ、仕事量以

下の疲れしか感じません。また、明るく風通しの良い

職場、愚痴をこぼせる職場、時には失敗や自分の弱み

を話せる職場、援助希求できる職場が助け合える職場

づくりには大切であるとも考えます。

このような考えから、「チーム城南」としての協力

体制づくりをまずは頑張りましょうと、４月２日に本

校職員に話しました。職員が楽しく働ける職場から、

子どもにとって楽しい学校が生まれます。

そこで、今年度も次の

ような学校づくりに努め

ます。

★子どもにとって

「行ってよかった学校」(学びたい学校)

★保護者にとって

「行かせてよかった学校」(通わせたい学校)

★地域の方にとって

「あってよかった学校」

(誇りに思える学校・自慢の学校)

★教職員にとって

「勤めてよかった学校」(勤務したい学校)



第１学期始業式と入学式

４月９日(月)に第１学期の始業式を、１０日(火)に

は、入学式を行いました。今年度の新入生１１４名を

迎え、全校児童７１４名、教職員５０名でスタートし

ました。学級は１学級増加して、全部で２７学級です。

始業式と入学式では、１学期の大きなめあてとして

次の３つのことを話しました。

１ 元気よくあいさつ、大きな返事をする。

これは生活の基本です。心を育て、明るく元気な

あいさつができる子を育てます。

２ お話をよく聞く。

先生の話をよく聞くことは、学習の基本です。お

友達の話をよく聞くことは、仲間づくりの基本です。

３ 早寝・早起き・朝ごはんと、外遊びをする。

健康な体づくりの基本です。健康ならば、勉強も

できるようになります。

授業参観・懇談会・ＰＴＡ総会・掲額式

１８日に授業参観・学級懇談会を行いました。保護

者の皆様には、たいへんお世話になりました。

懇談会では、学級担任からどんな学級にしたいか、

学級経営方針を保護者の皆様に語るようにお願いして

おきました。担任の話はいかがたったでしょうか。ま

た、１年・３年・５年の保護者の皆様には、学級・学

年の役員選出にもご協力いただきました。

午後３時からは体育館にて、ＰＴＡ総会を開催しま

した。総会では、

今年度のＰＴＡ本

部役員が決定・承

認されました。総

会の終了後には、

第２音楽室にて前

ＰＴＡ会長の宇塚

俊介様の掲額式を

行いました。

平成３０年度ＰＴＡ本部役員の皆様

会 長 齋藤 和也 様

副会長 水越まり子 様 中村 典子 様

岡泉 悠子 様 渡邉 光代 様

太田 昭子 様 秋元 利裕 様

幹 事 室井裕一朗 様 大塚 愛子 様

神戸 淳子 様 松浦 淑 様

書 記 田村 精一 様

会 計 門田 由美 様

会計監査 信田 敦子 様 外所 淳子 様

職員の定期異動

＜退職・転出の先生方＞お世話になりました

1 手束衣代子教頭先生 網戸小へ校長として

2 山田 幸夫 先生 佐川野小へ教頭として

3 佐合 利江 先生 ご退職

４ 平宇 清子 先生 穂積小へ

５ 海老沼真弓 先生 羽川西小へ

６ 中田美智子 先生 豊田南小へ

７ 飯島有希子 先生 大谷東小へ

８ 髙山 道長 先生 県教育委員会へ

９ 加藤真由美 先生 小山城東小へ

10 須藤 悦子 先生 藤岡小(栃木市)へ

11 上野 真実 先生 岡本北小(宇都宮市)へ

12 富永 光 先生 大谷北小へ

13 三井 理至 先生 乙女小へ

14 青木 教子 先生 ご退職

15 水越 祥子 先生 発達支援センター リズム園へ

16 大河原由紀乃先生 小山中へ

17 ジェシカ 先生(ＡＬＴ) 小山三小へ

＜転入の先生方＞ よろしくお願いします

１ 間井田敏之教頭先生 大谷東小より

２ 輕部 泰司 先生 小山城東小より

３ 潮田千恵子 先生 萱橋小より

４ 小井田陽子 先生 旭小より

５ 須藤美恵子 先生 下生井小より

６ 木下 友絵 先生 間々田東小より

７ 手塚 洋子 先生 葛生小(佐野市)より

８ 三添絵美子 先生 小山城東小より

９ 鮎川 浩未 先生 古山小(下野市)より

10 小林 祐輝 先生 新採

11 植野 彩紗 先生 新採

12 松沼 沙紀 先生 新採養護教諭

13 谷田貝洋子 先生 間々田中より

14 舘野 紀恵 先生 小山城東小より

15 吉成 俊希 先生 新任

16 大越 敦子 先生 小山城北小より

17 村田 智子 先生 豊田北小より

18 エレン 先生(ＡＬＴ)若木小・羽川西小より

19 ロレイン 先生(ＡＬＴ)茨城県境町より

小１の死亡、６年生の８倍

小学生の交通死亡事故では、

１年生は６年生の８倍も多いそうです。子どもたちの

事故防止に全力で取り組んでいきます。ご家庭でも危

険箇所を話題にしてください。絶対に飛び出さないこ

とを約束させてください。


