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乙女小学校 学校だより 第１号 発行日 平成３０年４月２０日（金）

発行者 菊池 久美子たんぽぽ

。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にきれいに咲き誇っています。１０日の入
名の新１年生を迎え、全校児童３５６名、教職員３5学式では６８

名で平成３０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

子どもたち一人一人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、共に手を取り合って指導

の充実を図って参りたいと考えています。
どうぞ、今年度も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。

新 任 式・ 始 業 式入学式挙行

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。
本校の目指す児童像について確認し、

昨年度は、一人一人がキラリとかがやくこ
とができたか、振り返ってもらいました。そ
して、今年度は、全児童がキラリとかがや
くために、二つのお願いをしました。

４月１０日（火 、６年生が手を引いて和や 一つ目は、 ことです。い） あいさつをする
かな雰囲気の中で 入学式が行われました つでも・どこでも・誰にでも元気な明るい、 。
本校に入学したお友達は、６８名です。皆さ あいさつをしてほしいと思います。明るいあ

、 。んの入学を２年生から６年生までのお兄さん、 いさつは してもされてもうれしいものです
お姉さんは心待ちにしていました。一日も早く あいさつパワーは相手も自分も笑顔になり
なれて、たくさんのお友だちとなかよしになっ ます。笑顔があふれ元気なあいさつが響く
てください。 学校にしましょう。
入学式では、新入生に二つのお願いをしま 二つ目は、 ことです。先生の話話を聞く

した。一つ目は 「元気なあいさつができる はもちろんですが、友達の話やお家の方の、
子になりましょう」二つ目は「お話が聞ける 話など、しっかりと最後まで、素直な心で
子になりましょう です この二つを頑張って 聞くことが大切です。話の中には様々な情」 。 、
毎日、楽しく学校に通ってください。 報が詰まっています。何をするのか？どう考

えるのか？どんな意味なのか？どう思ってい
るのか？たくさんの情報をしっかり取り入れ
て、自分自身を磨いていきましょう。

あいさつと人の話を聞くこと、この二つを金管バンド
守って、乙女小学校の３５６人の児童全員

４月７日(土)、間々田ふるさと祭りに参加し がキラリとかがやく一年間を児童と教職員
てきました。３月に卒業した卒業生との最後の で力を合わせて目指していきます。
演奏となりました。部員の心が一つになった 児童代表の話では、自分の目標を立派
素晴らしい音色に、地域の皆様から大きな拍 に述べており感動しました。
手をいただきました。
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■教職員の異動について

※本年度は１４名転退職し、同じく１４名が転入となりました。

○ 転 出 ・ 退 職 ○ 転 入

・菊地 寿 校長 (旭小学校) ・菊池 久美子 校長 (小山第一小)
・林 剛 教頭 ( ) ・白石 成世 教頭 ( )小山市教育委員会 小山市教育委員会
・青木 広子 教諭 (退職) ・伊藤 佳之 教諭 (小山城東小)
・佐立 裕子 教諭 ( ) ・増渕 恵実 教諭 ( )小山市教育委員会 宇都宮・陽東小

）・柴 美幸 教諭 (真岡・亀山小) ・小林 平太 教諭 (下野・国分寺小
・金子 匠 教諭 (栃木・部屋小) ・野城 友希 教諭 (新規採用)
・青柳 文子 講師 (大谷北小) ・松浦 英恵 講師 (旭小)
・上野 智章 講師 (大谷東小) ・三井 理至 講師 (小山城南小)

栃木・大平中央小)・石島 優子 講師 (足利・筑波小) ・田村 亜紗子 支援員(
・神原 恵美子 支援員 (乙女中) ・松本 美由紀 支援員(大谷東小)

学力向上推進リーダー(大谷東小)・山中 絵美 支援員 (若木小) ・山中 伸之
・杉原 美和子 (退職) ・日向野光子 新採指導(大谷東小)新採指導
・石川 亜希子 (退職) ・橋本 潤子 幼児ことば(小山城東小)幼児ことば
・ ＡＬＴ (乙女中) ・ ＡＬＴ (新規採用)ジュリアン・チェスワース ヘイゼル・コラル

※大変お世話になりました。

平成３０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 菊池 久美子 事務主事 渡辺 美沙緒
教 頭 白石 成世 業務主任 菅沼 貴子
教務主任 戸井 理香 須田 礼子市事務補助員

田村 あけみ 尾崎 美智代学習指導主任 学校栄養職員
渡邉 泰之 橋本 陽子児童指導主任 新採後補充・ＴＴ教員

（金曜日）１ 年 １ 組 茂呂 昌代 山中 伸之学力向上推進リーダー
（火曜日）２組 猿山 菜摘 日向野 光子初任研指導教員

２ 年 １ 組 松本 光代 県スマイル 伊藤 順子
２組 野城 友希 県スマイル 田村 亜紗子

３ 年 １ 組 小嶋 彰 森嶋 光子特別支援教育サポーター
２組 桒原 藍 松本 美由紀特別支援教育サポーター

４ 年 １ 組 田村 あけみ 北尾 茂子市生活相談員
２組 小林 平太

５ 年 １ 組 増渕 恵実 今年度、学力向上推進リーダーとして、
２組 相馬 のりこ 週1日、山中伸之先生が勤務してくださいま

６ 年 １ 組 渡邉 泰之 す。本校が目指す「分かる・できる・定着
２ 組 佐々木 寛生 する学び」のために、よりよい授業が展開

山根 和恵 できるようご尽力をいただきます。たんぽぽ１
三井 理至たんぽぽ２

また、今年度より、ＡＬＴが常勤となり、たんぽぽ３ 松浦 英恵
毎日勤務をしてくださいます。英語科の授業言語通級 伊藤 佳之 （ ）学齢児
だけではなく、日々の教育活動や学校行事※特別支援級育コーディネーター

言語通級 橋本 潤子 の中でも活躍をしてくださいます。（幼児）
宮崎 紫央美学力向上・児童支援

養護教諭 覺本 修子
ヘイゼル・コラルＡＬＴ
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