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｢じまんづくり｣を通して｢自信｣と｢やる気｣を 
校長  髙木 武司  

暖かな日差しの中、平成 30 年度が始まりました。今年度は、

新たに23名の1年生を迎え、児童175名と職員21名の合計

196 名で、新たな第一歩を踏み出します。児童数は昨年度に比

べ、やや減少していますが、一人一人はとても元気です。春休み

に十分に英気を養い、新年度の準備をしてきたようで、登校時の

あいさつの声も大きく、表情も自信に満ちあふれています。この

1年のがんばりが期待できるスタートでした。 

昨年度末には「じまんのたね」の活動に全校で取り組み、どの

学級もすばらしい成果をあげました。係の仕事、そうじ、あいさ

つ、発言などの「じまんの芽」が芽生えました。今年度は、その芽を大きく育てて、きれいな「花」を咲か

せることと思います。「じまん」と言える活動をつくることが、子ども一人一人の「自信」につながります。

自分に「自信」がもてると、「やる気」が高まり、意欲的に諸活動に取り組めます。そして、やる気になっ

て活動に取り組むことができたら、きっと「力」をつけることができます。このように、さまざまな活動や

勉強に対して、自信をもって取り組み、大きな成果を挙げることを期待して、今年度のテーマを「じまんづ

くり」としました。さまざまな場面で、子どもたちの良さやがんばりを認め励ましていきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。 

 

お世話になりました！  よろしくお願いいたします！  
 今回の人事異動で、次の通り転出入がありました。 

【転出・退職職員】 【転入職員】 

役職等 氏 名 転出先等 役職等 氏 名 前任校等 

教頭 市岡 英子 養正小学校 教頭 梅村千恵美 土岐市立泉小学校 

教諭 松山  央 退職 帝京可児小学校 教諭 今井 朝子 昭和小学校 

教諭 喜多ひとみ 退職 根本小学校 教諭 三原 照美 笠原小学校 

教諭 加藤 大知 新規採用 岐阜小学校 養護教諭 岩島 純加 瑞浪市立瑞浪中学校 

教諭 足立磨紀子 退職 相談員 加藤 知子 新規 

養護教諭 前田 裕子 退職    

相談員 安藤 孝子 退職    

 

 

 

 

 

【保護者や地域のみなさんへ】 

今年度も保護者や地域の皆さんには、さまざまな場でご協力をお願いすることがあると思います。お

子さんの成長を中心に、学校・家庭・地域が連携をとりながら支えていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

http://school.city.tajimi.lg.jp/minamihime/


平成３０年度の学級担任等は、以下のとおりです。職員一同、子ども達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                

学年 １組 ２組 校  長 髙木 武司 教  頭 梅村千恵美 

みやま ◎大熊小百合 堀部 磨衣美 教  務 福當 俊夫 生  指  田牧 秀章 

１年 ◎若林 道代  養  教 岩島 純加 音楽（非常勤） 鈴木幹奈子 

２年 ◎梶川末紗衣    支援員 先原三和子 支援員 熊谷 理恵 

３年 ◎今井 朝子  相談員 加藤 知子 事 務 足立 茂樹 

４年 ◎伊藤 立子  校 務 若尾 清二 給食配膳員 千賀 雅子 

５年 ◎田牧 秀章  給食配膳員 

図書館司書補 
早川 留里 

特別支援コーディネーター 

６年 ◎森  昇子  三原 照美    大熊 小百合 

 

 

                             

 

                            

 

 

                            

 

                            

 

                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６日（金） 着任式・始業式 入学式準備 

       ２～４年：下校   １０：５０ 

       ５、６年：下校   １１：３０ 

       旧学級委員の会   １８：３０ 

P新旧本部役員会  １９：００ 

９日（月） 入学式（午後） 

       ２～４年：下校   １１：３０ 

       ５、６年：弁当持参  

            下校   １５：００ 

１０日（火） 給食開始 ３、４年身体測定  

P学級委員選考会  

１１日（水） なかよし分団会 委員会  

１２日（木） ALT １、２年身体測定 

       集団下校指導１５：３０ 

１３日（金） ５，６年みやま身体測定 

P新役員総会１９：００ 

１６日（月）  内科検診（１、２、３、みやま） 

１７日（火） 全国学力学習状況調査 クラブ 

       P運営委員会１９：００ 

１８日（水） 命を守る訓練 

１９日（木） ALT 連れ去り防止教室1年 

２０日（金） １年生を迎える会 

集団下校 １３：１５ 

 PTA総会準備（P運営委員会） 

２１日（土） 授業参観・懇談会 PTA総会 

       集団下校 １０：０５ 

２３日（月） 振替休業日 

２４日（火） 委員会 内科検診４．５．６年 

２５日（水） 家庭訪問① 集団下校 １３：１５ 

       知能検査２，５年 

２６日（木） ALT 

家庭訪問② 集団下校 １３：１５ 

２７日（金） 家庭訪問③ 集団下校 １３：１５ 

聴力検査（３、５、みやま）  

行事予定 

 １日（火） 家庭訪問④ 集団下校13:15 

  ２日（水） 家庭訪問⑤ 集団下校13:15 

            PTAあいさつ隊（下切7:15） 

 ７日（月） １、２年：聴力検査 

８日（火） ALT クラブ  

眼科検診(全学年) 

９日（水） 引き取り訓練 

１０日（木） 新体力テスト① 

１１日（金） 新体力テスト② 

P本部役員環境委員合同会 

１５日（火） 委員会 

１８日（金） 検尿 

１７日（木） 歯科検診（１、２、３、み） 

ALT  

２２日（火） ６年修学旅行～２３日 

２４日（水） クラブ ALT  

２９日（火） 観劇会 委員会 

３１日（木） プール掃除 

 
５月の主な行事 

＜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。 

 

＜4月１２日（木）は集団下校指導です＞ 

 全校が初めて集団で下校します。通学班

長、副班長の役割や、班員の意識等を確認

する大切な下校です。やむを得ない場合を

除き、車でのお迎えはご遠慮ください。 

 

 


