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  姫の子姫っ子スローガン 笑顔で 輪になれ 元気な子 

 

澄み切った朝の光の中で 
校長  大脇 雄一  

 

 南姫小学校に着任して２日目の４月２日（水）の朝、満開に

なった桜に囲まれた校門など、学校の敷地内を歩いて回りまし

た。主要道路から離れた地に立てられた本校は、豊かな林と爽

やかな小鳥のさえずりに包まれて、まるで「天空の城」を感じ

させるような、何とも言えない不思議な感覚を覚えました。そ

の中で出会った子どもたちの爽やかな挨拶の声。さらに、その

昔、地域の方々の多大なるご尽力によって建設された本校の歴

史を聞かせていただく中で、伝統ある南姫小学校で勤務させて

いただくことに、改めて責任の重さを感じております。 

 さて、本日４月８日（火）の入学式において新入生２０名を迎え、全校児童２１８名、教職員２５名

の合わせて２４３名で、平成２６年度がスタートいたします。子どもさんの入学、おめでとうございま

す。本校の体育館の壁には「笑顔で輪になれ元気な子」のスローガンが、そして校内のあちこちには「あ

いさつはともだちふやすたからもの」を始め、多くの標語が掲げられています。いずれもＰＴＡや地域

の保護者・地域の皆様のご協力をいただいてのもので、多くの皆様に支えられての学校であることを感

じます。私たち教職員は、子ども達のために全身全霊を傾けていく所存であります。皆様におかれまし

ては、本校教育に対してこれまでと変わらぬご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 

 本年度の人事異動で、多くの転出入がありました。転出者に対しては大変お世話になり、ありがとう

ございました。転入者に対しても変わらぬご支援をお願いいたします。 

退職・転出者  ～お世話になりました！～ 転入者  ～よろしくお願いします！～ 

校  長  岩崎   護  中津川市立付知南小学校へ 

教  諭  前川  栄一  養正小学校へ 

教  諭  川瀬  晋子  可児市立帷子小学校へ 

教  諭  平野  友子  退職 

教  諭  水野  紀代  退職 

講  師  竹内  潤子  退職 

講  師  三島  大地  三好文化幼稚園教諭 

講  師  齋藤  圭佑  恵那市立大井小学校 

講  師  小森 瑛玲香  恵那市立大井小学校 

キキョウスタッフ   田上  和美  退職 

校  長  大脇 雄一  瑞浪市立日吉中学校より 

教  諭  加地富士夫  北栄小学校より 

教  諭  伊藤 立子  精華小学校より 

教  諭  大熊小百合  北陵中学校より 

教  諭   池庭 玲子  養正小学校より 

講  師  乾  麻実  共栄小学校より 

講  師  宮川 侑子  根本小学校より 

講  師  柴田 翔太  新任 

キキョウスタッフ    先原三和子  新任 

 



平成２６年度の学級担任等は、以下のとおりです。職員一同、子どもたちのために精一杯努めますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 

【学級担任等】 ◎は学年主任                

（校 長） 大脇 雄一  （教 頭）佐藤 亜紀 

（教 務） 加地富士夫  （生 指）伊藤 寿之 

（５年副） 柴田 翔太  （６年副）新宅 武徳 

（養護教諭）稲垣  綾   （支援員）小林 裕子 

（ほほえみ相談員）奥村 礼子  （キキョウ） 原 さとみ 

（キキョウ） 辻井 聖子  （キキョウ） 先原三和子 

（事  務）河地 睦子  （校  務）若尾 清二 

（給食配膳員）山田 仁美  （給食配膳員）石神 尚子 

 

（岐阜大学院での研修のため、新宅教諭は月～木の勤務です。） 

 

 

 

  

 

 

 

学年 １組 ２組 

みやま ◎大熊 小百合 小山 正子 

１年 ◎三宅 直子  

２年 ◎池庭 玲子 乾  麻実 

３年 ◎伊藤 立子  

４年 宮川 侑子 ◎喜多 ひとみ 

５年 ◎伊藤 寿之  

６年 ◎竹内 賀子  

１日（火） 学年始め休業日（～６日） 

 ７日（月）  着任式・始業式  

２、３、４年下校 １０：５０ 

５、６年下校   １１：３５ 

Ｐ旧学級委員の会 １９：００ 

 ８日（火） 入学式（午後） ５、６年：弁当持参 

       ５、６年下校 １５：１５ 

 ９日（水） 全校朝会  給食開始  

み、５、６年：身体測定・視力検査 

１０日（木） ３、４年：身体測定・視力検査 

Ｐ学級委員選考会  

１１日（金） なかよし分団会  

１、２年：身体測定・視力検査 

１４日（月） 登校指導  ２、５年：聴力検査 

       １年：たんぽぽ班による安全指導 

１５日（火） 委員会  全学年：眼科検診 

１６日（水）  １、３年：聴力検査 

       集団下校：１５：１５ 

１７日（木） １年生を迎える会 

       市の研究会のため集団下校 １３：１５ 

１８日（金） ＰＴＡ役員総会 １９：００ 

２１日（月） 命を守る訓練①  

４、５、６年：内科検診 

２２日（火） 6年：全国学力学習状況調査 クラブ 

 Ｐ運営委員会 

２３日（水） 姫子ども朝会  ２、５年：知能検査 

       ３年該当者：耳鼻科検診 

２４日（木） み、１、２、３年：内科検診 

２６日（土） 授業参観・ＰＴＡ総会・懇談会 

集団下校 ９：３５ 

２８日（月） 振替休業日 

２９日（火） 昭和の日 

３０日（水） 全校朝会 家庭訪問① 

                            

       

  

行事予定 
 

＜通学路の変更願い届けについて＞ 

 習い事や保護者の仕事の関係等によって、

決められた通学路を通らないで登校・下校を

する場合は、学校への届けが必要です。今年

度、該当するお子さんについては改めて提出

をしていただくようお願いします。用紙は学

校にありますので担任にお申し出ください。 

５月の主な行事（予定） 

 １日（木） 家庭訪問② 

 ２日（金） 家庭訪問③ 

 ３日（土） 憲法記念日 

 ４日（日） みどりの日 

 ５日（月） こどもの日 

 ６日（火） 振替休日 

 ７日（水） 家庭訪問④ ５年：血液検査 

 ８日（木） 家庭訪問⑤ 

１４日（水） 引き取り訓練 

１５日（木） 全学年：歯科検診 

１６日（金） 全学年：尿検査 

２６日（月） ６年：修学旅行（～２７日） 

２９日（木） 学校評議員会① 

３０日（金） 尿検査予備日 

＜車での送迎について＞ 

 本校では登下校時、同じ方面の子と複数で

歩くことを原則としています。しかし、特に

下校時、自分のお子さん以外の児童も車に乗

せて帰宅し、後に一人だけ残されたという例

が大変多く挙げられています。車での送迎は

特別な事情の場合とし、保護者同士約束のな

い他の子どもたちを乗せることのないよう

お願いします。子どもたちの安全確保のため

ご協力をお願いします。 

 


