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乙女小学校 学校だより 第１号 発行日 平成２８年４月２５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。
開校４２年目となりました乙女小に、新たに５９名の新１年生を迎
え、全校児童３５８名、教職員３５名で、平成２８年度がスタートしま
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
りが生き生きと活動し、自己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・地域の皆様のお力添えをいただきながら、指導の充実

を図って参りたいと考えています。どうか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。

【乙女小教育目標】 ３．根気強く、勉強、運動に励む。
やる気満々 キラリかがやく 繰り返し繰り返し、何度でも諦めないで取り組む。

乙女の子 できるまで頑張る姿勢が大切です。
【目指す児童像】
○明るい子ども （安全の保証） ４．思いやりの心をもって生活する。
○進んで学ぶ子ども（確かな学力の保証） 乙女小の子は優しく、親切です。
○たくましい子ども（成長の保証） 悲しんだり､いやな思いをしている子がいな

いようにし、困っている人には進んで力を貸し
～全ての教育活動は、児童のためにある～ てあげましょう。
という視点にたち、子どもへの指導にあたる。 みんなで、温かいすばらしい学校をつくりまし

ょう。
”子どもの瞳が輝く ご入学おめでとう

子どもの笑顔があふれる
元気なあいさつが響く学校”

となるよう職員一丸となり全力で取り組ん
で参ります。

新任式・始業式

８日（金）新しい１２
名の先生をお迎えし、 ４月１１日（月）校庭の草花が咲き誇る穏やかな
新たな出会いがあり 春爛漫の良き日に、６年生に導かれながら、体育
ました。進級の喜びを 館に入場してきた新１年生５９名は、とてもかわ
味わい、これから始ま いらしく、 ６年生と一緒に並んだその様子は、ま
る新しい学年・学級の さしく ６年間の成長が感じられるものでした。こ
活動に意欲を持ち、希 れから大きく逞しく成長されますよう見守って
望に満ちた新学期を 参ります。

迎えられるように行われました。
〈学校長の話より抜粋〉 ままだふるさとまつり
三つの気（元気・本気・根気）と思いやり
１．元気なあいさつと返事 ４月２日（土）乙女かわ
〈家族、地域の方、友だち、先生方へ〉 らの里公園にて、ままだ
あいさつは自分から進んでしましょう。 ふるさとまつりが開催さ

れ、乙女小金管バンドが
２．本気で毎日の授業や学校行事等に取り 出演しました。来場者か
組む。 ら、盛大な拍手を受けまし
本気で取り組めば、 そこにはやりがいと た。今年度の活躍が楽し
感動が生まれます。 みです。
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■教職員の異動について
※本年度は１０名転退職し、１２名転入となりました。

○転出・退職された先生方 ○転入された先生方
・田澤 均 教頭 (小山三小) ・林 剛 教頭 (市教育委員会)
・西村 光代 教諭 (退職) ・青木 広子 教諭 (大谷南小)
・高橋 里子 教諭 (羽川小) ・江森 京子 教諭 (下生井小)
・古川 芳恵 教諭 (中小) ・渡邉 弘子 教諭 (間々田東小)
・舘野 裕美子 講師 (間々田東小) ・桒原 藍 教諭 (宇大付属小）
・江崎 稔 講師 (退職) ・青柳 文子 講師 (岩舟小)
・松浦 英恵 講師 (旭小) ・石橋奈保美 講師 (岩舟小)
・小嶋 恵美 市生活相談員 (退職) ・栃木 香澄 講師 (武蔵野大卒)
・渡辺 恵子 支援員 (旭小) ・伊藤 順子 講師 (小山城北小)
・渡辺 麻衣 支援員 (網戸小) ・角免 美穂 TT教員(小山中)

・古川 規子 支援員(中小)
※大変お世話になりました。 ・北尾 茂子 支援員(元間々田小)

■平成２８年度教職員組織です。乙女小の子どもたちのため、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 林 剛 業務主任 菅沼 貴子
教務主任 青木 広子 学校栄養職 尾崎美智代
児童指導主任 渡邉 泰之 （岸 義恵） （育休補充）
初任研指導教員 渡邉 弘子 市費事務 須田 礼子
たんぽぽ1-1 山根 和恵 ＡＬＴ フランシス （木・金勤務）

たんぽぽ1-1 栃木 香澄 ・オヌオハ
たんぽぽ２ 日向野光子 生活相談員 北尾 茂子
たんぽぽ３ 石橋奈保美 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 古川 規子
言語通級 石川亜希子 （幼児） Ｔ・Ｔ教員 角免 美穂
養護教諭 糸雅 綾子 スマイル 伊藤 順子
１ 年 １ 組 田村あけみ 新採後補充 橋本 陽子

２組 青柳 文子
２ 年 １ 組 松本 一樹 ＰＴＡ総会

２組 相馬のり子
３ 年 １ 組 茂呂 昌代 ２２日（金）ＰＴＡ総会

２組 桒原 藍 がスムーズに行われ、
４ 年 １ 組 松本 光代 平成２８年度のＰＴＡ事

２組 小嶋 彰 業・予算が可決されま
５ 年 １ 組 江森 京子 学習指導主任 した。退任される役員

２組 金子 匠 の皆様方には、本当に
６ 年 １ 組 佐立 裕子 お世話になりました。

２ 組 佐々木寛生 また、新役員の皆様、会員の皆様、今年度もよ
ろしくお願いいたします。

授業参観・学年懇談会
慶野ＰＴＡ会長掲額式

２２日（金）今年度第
１回目の授業参観、学 慶野典之ＰＴＡ会長
年懇談会が行われま 様には、副会長３年、
した。 会長２年と長きにわた
各学年の経営方針 り乙女小ＰＴＡを支え

等の確認がありまし ていただき、本校教育
た。 もし不安なこと、 活動、ＰＴＡ活動に多

ご質問等がありましたら、学級担任までご連 大な貢献をしていた
絡ください。 だきました。心から感

謝と御礼を申し上げます。


