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乙女小学校 学校だより 第１号 発行日 平成２７年４月２０日（月）

たんぽぽ 発行者 菊地 寿

ご進級・ご入学おめでとうござ
います。 校庭のたくさんの草花が子どもたちの新し
いスタートを祝ってくれているかのようです。５５名の新１年生
を迎え、全校児童３５５名、教職員３３名で新年度をスタートし
ました。
さて、今年度も本校教育目標（目指す児童像）である「や

る気満々 キラリかがやく 乙女の子」（明るい子ども、進
んで学ぶ子ども、たくましい子ども）の実現を目指して、
子どもたち一人ひとりの限りない可能性を伸ばす教育を教職

員が一丸となって取り組んで参ります。つきましては、保護者の皆様・地域の皆様と
の絆を深めて、指導の充実を図って参りたいと考えています。どうぞ、乙女小へのご支
援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

入学式挙行 いうことです。
一つ目の元気は、毎朝の元気なあいさ

つから一日がスタートし、元気な返事、給
食を残さず食べて元気なからだをつくり、
いつでも、どこでも、誰とでも仲良く元気に
生活しようです。
二つ目の本気は、毎日の授業や色々な

学校行事など、何事にも本気になって全力
で取り組もうです。そうすることによって、

４月９日（木）、６年生が手を引いて和やか そこにたくさんの感動が生まれるということ
な雰囲気の中で、入学式が行われました。 です。
本校に入学したお友達は、５５名です。皆さん 三つ目の根気は、勉強でも運動でも、
の入学を２年生から６年生までのお兄さん、お やってすぐにあきらめるのではなく、粘り強
姉さんは心待ちにしていました。一日も早くな く、何度も何度もくり返しやることで、少し
れて、たくさんのお友だちとなかよしになって ずつ自分のものになってくるということです。
ください。 最後に乙女小の児童みんなが、たくさん

の友達と、仲良く学校生活が送れるように、
金管バンド 一人ひとりが思いやりの心をもって生活し、

ひとりぼっちになったり、悲しい気持ちにな
らないように、みんなで気をつけていきまし
ようといった内容でした。

環境整備
美化委員会で育て管理している花壇の草

花が見事に咲き誇っています。
環境が人を育てます。きれいな環境整備に

４月４日(土)、間々田ふるさと祭りに参加予 努めてまいりたいと思いますので、今年も
定で練習してきましたが、生憎の雨のため演 保護者・地域の皆様のご支援ご協力をよろ
奏ができませんでした。急きょ本校体育館に しくお願いいたします。
て演奏会を開催しました。
今年度も金管バンドのすばらしい音色が響

き渡ることを期待します。

始 業 式
１学期のスタートにあたって、始業式に次の

ようなことを話しました。それは、元気・本
気・根気の三つの気を大切にしてほしいと
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■教職員の異動について
※本年度は１２名転退職し、１５名転入となりました。

○転出・退職 ○転入

・沖 久幸 校長 (退職) ・菊地 寿 校長 (小山城南中)
・稲葉 宏子 教諭 (羽川西小) ・茂呂 昌代 教諭 (大谷東小)
・柏田 佐智子 教諭 (下生井小) ・田村 あけみ 教諭 (小山城南小)
・豊田 綾 教諭 (壬生・安塚小) ・杉原 美和子 教諭 (大谷北小)
・寺本 奈穂子 講師 (小山城東小) ・相馬 のりこ 教諭 (宇都宮泉ヶ丘中）
・海老原裕美 講師 (退職) ・佐々木寛生 教諭 (宇都宮大卒)
・高畠 優子 生活相談員 (退職) ・江崎 稔 講師 (大谷北小)
・清水 佳代子 支援員 (大谷中) ・松浦 英恵 講師 (元小山城東小)
・藤井 智恵子 支援員 (間々田東小) ・横塚 逸子 講師 (梁小)
・田村 亜紗子 支援員 (旭小) ・渡辺 麻衣 TT教員(白鴎大卒)
・阿久津隼佑 TT教員 (大谷北小) ・波多野依子 支援員(間々田東小)
・玉野 温子 事務員 (退職) ・神原 恵美子 支援員(旭小)

・渡辺 恵子 支援員(小山城南小)
※大変お世話になりました。 ・小嶋 恵美 相談員(小山三小)

・須田 礼子 事務員(元市立博物館)

■平成２7年度教職員組織です。精一杯取り組んで参りますので、
よろしくお願いします。

校 長 菊地 寿 事務主任 梅田 裕美
教 頭 田澤 均 業務主任 菅沼 貴子
教務主任 西村 光代 学校栄養職員 尾崎美智代
学習指導主任 高橋 里子 （岸 義恵） （育休補充）
初任研指導教員 杉原美和子 市費事務 須田 礼子
たんぽぽ１ 江崎 稔 ＡＬＴ フランシス （木・金勤務）

(山根和恵) （休職補充） ・オヌオハ
たんぽぽ２ 日向野光子 生活相談員 小嶋 恵美
たんぽぽ３ 松浦 英恵 特別支援教育サポーター 波多野依子
言語通級 戸井 理香 （学齢児） 特別支援教育サポーター 神原恵美子

※特別支援教育コーディネーター 特別支援教育サポーター 渡辺 恵子
言語通級 石川 亜希子 （幼児） ＴＴ教員 渡辺 麻衣
養護教諭 糸雅 綾子
１ 年 １ 組 松本 光代 今年度のＡＬＴ（英語指導助手）は、フラ

２組 相馬のりこ ンシス・オヌオハ先生です。
２ 年 １ 組 横塚 逸子 9月末まで 一昨年本校に勤務されていましたので、

(古川芳恵) (内留補充) ご存じの方もいると思います。
２組 金子 匠 ふたたび乙女小に戻ってこられて、とても

３ 年 １ 組 佐立 裕子 喜んでおります。
２組 小嶋 彰 ナイジェリア出身で、趣味はジョギングだ

４ 年 １ 組 茂呂 昌代 そうです。
２組 松本 一樹 児童指導主任 みなさんと楽しく英語ができることを願っ

５ 年 １ 組 田村あけみ ています。
２組 佐々木寛生

６ 年 １ 組 渡邉 泰之
２ 組 舘野裕美子
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