
か しこく た <ましく

Fπ置護畢悪孫憂    
″/1

神戸川つ子の風

平成 29年 度  4月 号
(H29, 4, 27)

出雲市立神戸川小学校
(文 責  黒 田 )

平 成 29年度 神 戸 川 小学 校 のスター ト
～全 校 591名 今 年度 もどうぞ よろしくお願 いいたします ～
107名 の新入生を迎え,昨年度より約 20名 多い全校 591名 で

平成 29年度をスター トしました。始業式や入学式での子 どもたちの
態度や表情に,それぞれに進級・入学 した意気込みを感 じました。教
職員の異動も多くあり,新たに 17名の新 しい職員が転入 しました (裏

面参照)。 子 どもたちの力をしっか り伸ばしていけるよう,教職員一同
育の推進に取 り組んで行きたいと思います。保護者・地域の皆様には,

動へのご支援ご協力をいただきますよう, どうぞよろしくお願いいたし

一丸となって神戸川小教
今年度も神戸川小教育活
ます。

平 成 29年度 入 学 式
～ 大 切 にして ほ しい 4つ の 「あ 」 ～

4月 11日 (火 )に多くのご来賓の皆様のご臨席をいただき,

平成 29年度入学式を行いました。 107名 の新入生の元気な返
事の声,そ して在校生の力強い歌声や歓迎の言葉が体育館に響き
ました。校長式辞では新 1年生や保護者の皆さんに4つの「あJ

のお願いをしました。
◆「あいさつ」…・「おはようございますJ「ありがとう」「ごめんなさいJ…。あいさつは人の心と

心をつないでくれるとても大事なものです。そしてあいさつはたくさんのお友達をつくってく
れます。 自分からしつかりあいさつのできる 1年生になってください。

◆「あんぜん」…まずは学校の行き帰 りに,車に気をつけてください。学校の生活にもルールや
きまりがあります。ルールやきまりを守らないとけがをしてしまうこともあります。 自分の命
や体を自分で守る 1年生になってください。

◆「あきらめない」…小学校では初めてやることがたくさんあると思います。最初はうまくいか
ないこともあるかもしれませんが,何で 1)最後までがんばってみましょう。 自分でできること
をどんどん増やす 1年生になってほしいと思います。

◆「あんしん」 ・̈ 学校 と家庭 とで一緒につ くっていきたい 4つめの 「あJです。毎 日安心 して
学校に通えるよう,ま ずは規則正 しい生活習慣づくりをすること,そ して子どもの話をきき,

ほめ,認められているんだとい う安心感をつくっていくことが学校生活の基盤 となります。

またご来賓を代表 して PTA会長勝部一政様より新入生への励ましの言葉をいただくとと{)に ,

「親として大切なことはその子にあわせて親 t)成長すること,あせ らずに共に成長 していくこと
が大切。」と保護者の方々への力強いメッセージをいただきましたc

1年生 初 めての小学校生活 要峯
=‐

1年生にとって初めての小学校生活が始 ギ
まりました。今年度の1年生は4ク ラス編

「
|

たちも歩 く速 さを遅 くした り,手 をつない

であげた りしなが ら 1年生を気遣いながら歩いています。

制 とな り,そ れぞれの学級でまずは学校の

使い方,学習の準備の仕方や約束など,小
学校生活に慣れるための学習をしました。
初めての給食もしつか り食べることができ

季彗讐i´哲:｀産昌馨藤撃lil璽星溌空
l宗

子曹蓼蓼鶉てきました。集団登校では上学年の子ども言下辞



平成29年度 職員紹介～よろしくお願いいたします～
☆…。29年

担任 。担当 氏 名 担任・担当 瓜 担任・担当 氏  名

校  長 黒田 誠 5年 1組 果山英子 通級指導 久保田奈巳
教 頭 布野光信 ★ 5年 2細 三原吉希 ☆ 通級指導 臼井 さやか☆
主幹教諭 福田秀治 5年 3組 佐々木弘二 学校司書 藤江小百合
1年 1組 高塚清美 6年 1組 天野雅子 養護教諭 大谷英子
1年 2組 嶋名彩力日 6左巨2糸巳 木場智也 事務 リーダー 石橋員由美
1年 3組 今岡弓子 ☆ 6年 3組 大床敏之 ★ 主  事 三イヽ 葵 ★
1年 4組 杉谷幸世 ★ ひまわり1組 三吉洋子 校務員 曽田浩治 ★
2年 1組 岡崎由美子 ひまわり2組 渡部僚太 ★ にこにこサポーター 井場恵子
2在
「

2糸巳 坂本麻衣 ★ すみれ 永田万菜実☆ 特別支援介助者 角森真理子
2年 3絹 知野見美和子 たんぽぽ 高見雅恵 特別支援介助者 冨岡智恵子
3角巨1糸巳 森山恵子 児童支援 土江貴博 特別支援補助者 江角雅子
3年 2組 須貝菜津子☆ 専科指導 岡村 朗 特別支援補助者 佐貫由美子
3年 3組 和田葉月 専科指導 官藤恭子 特別支援補助者 原 純子
4年 1組 原 怜太 ★ 少人数指導 池田 伸 ☆ 特別支援補助者 下井直美
4年 2組 後藤英興 少人数指導 木村典子 特別支援補助者 岡みの り ★
4年 3組 飯國泰江 ★ 初任研担当 橋本光弘 ☆ 英語指導 員 渡部晴美
4J千 4糸R 本 田真美

見守リボランティアさんとの出会いの会
4月 21日 , 日頃子 どもたちの登下校の見守 りしていただいて

いる通学見守 りの皆様 をお招き し,全校児童 との出会いの会を行
いま した。 当 日は,神門交通安全対策協議会,古志見守 リネ ッ ト
ワーク,神 門青色パ トロール隊,そ して見守 リボランティアの皆
様など, 15名 の方々においでいただきま した。「集団登校ででき
ていることを,学校の帰 りな ど一人でもできるよ うになって くだ
さい。」「あいさつを元気よくしてください。」 と子 どもたちにメッセージをいただきました。新
1年生を加えての登下校が始まってから約 2週間が経ちましたが,横断の際の左右確認や手のあ
げ方,あ るいは地域の方へのあいさつなど,ま だまだ指導 しているところです。

通学見守 りの関係の皆様方には,雨の日1)風 の日も,毎 日登下校の見守 りをしていただき,心
より感謝申しあげます。また,保護者やご家族の皆様にく),道路横断の様子を見守っていただい

[5月 の主な行事予定]

1(月 )避難訓練
2(火)4年消防署見学,クラブ活動開始
9(火 )中部ブロックにこにこ遠足・ 委員会活動

10(水 )授業公開日 P丁∧総会・学級懇談
16(火 )児童会テーマ発表・ 陸上大会壮行式
17(水 )出雲市小学校陸上競技大会 (浜山)

18(木 )陸上大会予備日
23(火 )交通安全教室 (低中学年)

24(水 )遠足 (2年 )

24(水 )～ 25(木 )6年 修学旅行 (広島方面)

26(金 )遠足 (1,3,4年 )

30(火 )交通安全教室 (高学年)・ クラブ活動
31(水 )なかよしタイム

あιlがこうございきした
○交通安全のマスコットのご寄贈 (新 1年生へ

)

…神門 。古志母子会の皆様
○レッスンバックのご寄贈 (新 1年生へ

)

…出雲地区交通安全協会様

た り下校時に出迎えていただいた りと,

お世話になってお ります。おかげ様で子
どもたちも安心して登下校できています。
今後 ともご指導のほど, どうぞよろしく
お願いいたします。

～ あ と が き～
新しい年度が始まつてから約ひと月がた

とうとしています。1年生の入学とともに,

それぞれの学年の子どもたちの姿や表情に,

1学年進級したその学年らしさを感じるよ

うになりました。どの学級にも新しい学年
が始まった新鮮さと,またひとつ成長しよ

うという子どもたちの意欲を感じます。

今年度もこの「神戸川つ子の風」で子ど

もたちの学校生活の様子を伝えていきたい

と思います。地域回覧にもご協力いただき

ありがとうございます。どうぞよろしくお

願いいたします。  【校長 黒田 誠】


