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小山城南小学校

小山市西城南５丁目２９番地１

ホームページは「小山こどもの森」から
城南小だより

６４５名の大切な子どもたちをお
預かりし、平成３１年度の教育活動が
スタートしました。今年度は、「平成」
から「令和」へと元号が変わる節目の
年となります。このたびの定期異動に

より小山市立豊田北小学校より着任しました校長
の永井 と申します。前任の柏崎 校長同
様、ご支援・ご鞭撻の程どうぞよろしくお願いい
たします。
今年度は、本校にとって「コミュニティ・スク

ール元年」となります。昨年度以上に保護者や地
域の皆様のご協力・ご支援をいただきながら、小
山城南小学校の子どもたちのよりよい成長のため、
努力してまいります。また、この「城南小学校だ
より」を通して、ご家庭や地域の皆様に学校での
子どもたちの様子を中心に情報を発信してまいり
ますので、よろしくお願いします。

昨年度は、春が早足で過ぎ去っていきましたが、
今年は、4月になってから寒い日も多く、本校の校
庭では、西に「ソメイヨシノ」東に「思川桜」と
いう桜の競演を見ることができました。カメラの
技術が拙いため、上手くお見せすることができな
いのが残念です。（カラー版は、ホームページをご覧ください。）
また、4月10日は、季節外れの雪が降りました。

東門前のしだれ桜と雪の競演も見事でした。窓外
の美しい景色に5年教室からは、歓声が上がるほど
でした。
春の校庭の美しさは、本校の自慢の一つです。

〔思川桜〕 〔ソメイヨシノ〕

地域でどのような子供たちを育てるのか、何を

実現していくのかという目標やビジョンを地域住

民・保護者と共有し、地域と一体となって子ども

たちを育む「地域とともにある学校」になるため

の仕組みです。学校運営協議会が、５月２２日

（水）に開かれます。参観希望の方は学校までお

申し込みください。〔学校：２７－７１６２〕

学校教育目標（目指す子ども像）

○ 心の豊かな子ども

○ 自ら学ぶ子ども

○ 体の丈夫な子ども

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。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。

【心づくり】

○ 支え合う仲間づくりと心の教育の充実

【頭づくり】

○ 学びの習慣づくりと自学力の向上

【体づくり】

○ 健康で安全な習慣づくりと体力の向上

【コミュニティ・スクール】

○ 「地域とともにある学校」の推進

【小中一貫教育】

○ 小中の継続的な指導・支援の推進

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。本校ホームペー

ジに「平成３１年度グランドデザイン」をアップ

しましたので、詳しくはホームページをご覧くだ

さい。

児童の登下校中の事件・事故が報道されていま

す。本校では、登下校の際に交通指導員さんや見

守りボランティアの方々にお世話になっています。

しかし、まだまだ心配な状況です。登下校時に見

守る方々（特に蛍光色のベスト着用）が増えるこ

とは、交通事故・不審者防止に大き

な力となります。見守りボランティ

アへのご登録をぜひお願いいたしま

す。



４月８日(月)に第１学期の始業式を、９日(火)に

は、入学式を行いました。今年度の新入生は８４

名です。始業式と入学式では、1年間の大きなめあ

てとして子どもたちの心に咲かせてほしい「３つ

の花」の話をしました。

１ あいさつの花

昨年度のスローガン「あいさつで笑顔と元気

世界一」のように元気なあいさつをしましょう。

あいさつをすると、みんなとなかよくなれます。

２ なかよしの花

相手のことを思いやる温かい言葉かけや行動がで

きるようになってほしいと思います。先生や友達の

話をよく聞くことも仲間づくりの基本です。

３ がんばる心の花

ひとりひとりが自分のめあてにむかって、最後ま

でやり遂げることができる学校にしましょう。

２０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。

それぞれのクラスで、子どもたちが主体的に学

び合う様子が見られたことと思います。また、１

年・2年・３年・５年・6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。

その後、体育館にて、ＰＴＡ総会を開催しまし

た。総会では、今年度のＰＴＡ本部役員が下記の

ように決定・承認さ

れました。総会の終

了後、第２音楽室に

て前校長の柏崎正喜

様の掲額式を行いま

した。

【お世話になります】

平成３１年度ＰＴＡ本部役員の皆様

会 長 齋藤 様

副会長 水越 様 神戸 様

秋元 様 村上 様

大塚 様 小山 様

幹 事 室井 様 渡邉 様

大石 様 太田 様

書 記 田村 様

会 計 岡泉 様

会計監査 中村 様 藪下 様

〔 職員の定期異動 〕

〔お世話になり、ありがとうございました。〕

1 柏崎 校長先生 ご退職

2 間井田 教頭先生 ご退職

3 浅川 先生 ご退職

４ 福田 先生 ご退職

５ 三木 先生 ご退職

６ 髙山 先生 ご退職

７ 佐々木 先生 ご退職

８ 落合 先生 中小学校へ

９ 新村 先生 東城南小学校へ

10 岩本 先生 南赤塚小(野木町)へ

11 五百部 先生 東城南小学校へ

12 桑原 先生 羽川小学校へ

13 高橋 先生 東城南小学校へ

14 生島 先生 ご退職

15 野村 先生 ご退職

16 佐藤 先生 小山城北小学校へ

17 ロレイン先生(ＡＬＴ)

１ 永井 校長 豊田北小学校より

２ 高橋 主幹教諭 小山羽川小学校より

３ 平井 先生 間々田東小学校より

４ 野口 先生 旭小より

５ 三野輪 先生 新採

６ 秀髙 先生 新採

７ 川上 先生 小山第三小学校より

８ 新屋 先生 小山城東小学校より

９ 岸 先生 新任

10 木富 先生 羽川西小学校より

11 前岡 先生 新任

12 平間 先生 大谷東小学校より

13 瀧谷 先生 大谷東小学校より

14 椎名 先生 藤岡小（栃木市）より

15 マシュー先生 (ＡＬＴ)

子どもたちが本の楽しさや読書

の喜びを味わえるようにお話会や

本の受付・貸出・修理等を行って

くださっています。笑顔で楽しく

活動してくださるので、城南小の

子どもたちは、本が大好き！！

感謝、感謝です。随時、受付中で

すので、学校までご連絡ください。


