
笑顔で登校・感謝で下校

多治見市立根本小学校

平成３０年４月９日

№１

～「新しい一年が始まりました」～
校長 三宅 裕一

平成３０年度がスタートしました。今年度は、新１年生８１名を迎え、全校児童５７１名（昨

年度５９３名）、教職員４９名でのスタートとなります。学級数はすべての学年が３学級、特別

支援学級が２学級の合計２０学級、そして通級指導教室が３学級あります。今年度も、より質の

高い学力の定着をめざし、教職員が協働して、地道に、誠実に、意欲的にさまざまな実践を行っ

てまいります。保護者や地域の皆様には、本年度も変わらぬご理解とご支援をよろしくお願いい

たします。

～ ともにかがやく根本の子 ～

〈根本小学校の教育目標〉

ともにかがやく根本の子 かしこい子・やさしい子・たくましい子

〈合い言葉〉

笑顔で登校 感謝で下校

今年度も根本小学校はこの教育目標を掲げます。この教育目標の具現を目指し、全職員が一丸

となって、大切な根本地域の宝である全校児童5７１名の健やかな成長の手助けをさせていただ

きます。これまで以上に学校・家庭・地域がひとつになって、協同（心と力を合わせること）し

ひとつになることで、根本の子どもたちを育てていきましょう。

【笑顔で登校するために】

いつでも、どこでも、だれにでも、元気で気持ちのよい挨拶ができる根本の子になってほしいと

思います。挨拶は、人と人との関係を円滑にします。自然に挨拶がでてくる、そんな子どもたちにな

ってほしいです。通学路のあちらこちらで「おはようございます」「おはよう」という元気でさわやか

な挨拶が子どもと地域の方との間でとびかい、学校では笑顔で職員が子どもたちを迎えたいと思いま

す。

【感謝で下校するために】

「今日一日、学校が楽しかった。そして、明日も頑張ろう。」という気持ちで子どもたちを下校させ

たいと思います。「授業でこんなことがわかったよ（できるようになっ

たよ）」「友達と一緒にこんなことをがんばったよ」「次はこんなこと

ができるようになりたいな」・・・、こんな会話が家庭で交わせるよ

うな授業づくりをします。粘り強く努力し続けていく子どもを育んで

いきたいと思います。

今年度も、本校の教育活動の様子をより理解していただくために、

学校報「たかねやま」の発行とホームページの更新をしていきます。

よろしくお願いいたします。



【転出入職員の紹介】
１０名の職員が転出（退職）し、９名の職員が転入しました。本年度も根本の子どもたちのために、

職員一丸となって頑張っていきます。よろしくお願いします。

【転出】 【転入】

古田 和子 先生 ご退職 水野 麻美 先生 多治見市立共栄小より

加藤 明子 先生 多治見市立北栄小へ 山田 卓志 先生 多治見市立平和中より

阿部 裕美 先生 多治見市立笠原小へ 天田真由美 先生 可児市立西可児中より

鈴木 理 先生 多治見市立笠原小へ 喜多ひとみ 先生 多治見市立南姫小より

渡辺 雅司 先生 多治見市立北栄小へ 梶田ゆき子 先生

安西 一貴 先生 安八町立名森小へ 末次 美香 先生 多治見市立笠原中より

今井 崇太 先生 多治見市立共栄小へ 竹内嘉奈子 先生

土屋 和子 先生 ご退職 紀藤 美香 先生 多治見市立精華小より

善本 安子 先生 多治見市立精華小へ 加藤 沙織 配膳員

小嶋 寿子 配膳員 ご退職

お世話になりました。 よろしくお願いします。

【今年度のスタッフ紹介】

校 長 三宅 裕一 教 頭 鷲見 龍

教務主任 高尾 三枝 生徒指導主事 山田 卓志

１年生 １組 三輪 伸子 ２組 石井 早紀 ３組 曲直瀬倫子

２年生 １組 齋藤 美景 ２組 竹内嘉奈子 ３組 今井英津子

３年生 １組 加藤 紀子 ２組 喜多ひとみ ３組 大森 雄祐

４年生 １組 澤田乃里子 ２組 末次 美香 ３組 鵜飼 有子

５年生 １組 村井 知子 ２組 南 久絵 ３組 大蔦 康司

６年生 １組 林 珠美 ２組 小栗麻希子 ３組 林 裕樹

あおぞら １組 鈴木みゆき ２組 渡邉 芳昭

通級指導 ことば 丸山 邦子 そよかぜ１ 水野 麻美 そよかぜ２ 天田真由美

少人数指導 梶田ゆき子（５副）・今井 治（６副） 養護教諭 岡 佳代

事務職員 浅井 麻友 ほほえみ相談員 川島真由美

ｷｷｮｳｽﾀｯﾌ 紀藤 美香・櫻井 和代 図書補 金子 佳代

田上 和美 校務員 星野 保隆

主幹教諭 吉川 卓男 栄養教諭 松原 恵子

学校福祉相談員 長江恵理子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 熊谷みどり

少人数指導・音楽指導 松井 貴子 音楽指導 鈴木幹奈子

ＡＬＴ アタハール･アル・大坂浩子 巡回学校司書 宮地 祐子

ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ 可知 立美 給食配膳員 宮島 恵子・加藤 沙織

「１年間、よろしくお願いします。」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多治見市立根本小学校

14：20 ～ 15:20～ 16：05～

1 日

2 月

3 火 ＰＴＡ新旧本部役員会（19:00～会議室）

4 水

5 木 学年始休業日最終日

6 金 ２～５年下校１０：３０、６年下校１１：４０頃 着任式　・始業式    ・６年生入学式準備　　　　　　　　（午後・中学校入学式） 

7 土

8 日

9 月 入学式

10 火 １年11:30
★ＰＴＡ学級役員選挙(6年15:15～、1～5年15:30～）
身体測定・視力検査５．６年

11 水 １年11:30 ２～６年 身体測定・視力検査３．４年  ALT訪問

12 木 １年11:30 ２～３年 ４～６年 身体測定・視力検査２年　ALT訪問

13 金 １年13:30 ２～３年 ４～６年
１年給食開始　★ＰＴＡ合同役員会19:00～
身体測定・視力・聴力検査あおぞら

14 土

15 日

16 月 １年13:30 ２～４年 ５～６年
委員会（めあて決め・活動計画）　図書館開館
身体測定・視力検査１年    ALT訪問   学年行事２年

17 火 １年13:30 ２～４年 ５～６年 全国学力・学習状況調査６年（国算理）　　聴力検査３年　　学年行事４年

18 水 １～６年
通学班会・家庭訪問案内発送　　集団下校　聴力検査１年
PTA総会リハーサル（１８：３０～）

19 木 1年13：30 ２～３年 ４～６年 1年生を迎える会　クラブ決め　ALT訪問　　通級指導教室開級式14:00

20 金 ＰＴＡ総会準備　聴力検査２．５年　市教研総会のため午前授業

21 土 授業参観     ★ＰＴＡ総会    学級（学年）懇談会  

22 日

23 月 ２１日(土）の振替休業日

24 火 1年13：30 ２～３年 ４～６年 クラブ　　ALT訪問

25 水 １年13:30 ２～６年 集会（委員長めあて）　　学年行事１．３．５年

26 木 1年13：30 ２～３年 ４～６年 ALT訪問

27 金 1年13：30 ２～３年 ４～６年 命を守る訓練　　色覚検査（４年希望者）

28 土

29 日 昭和の日

30 月 振替休日

※学年行事の内容等については、学年通信にてご確認ください。

　　４月の行事予定

日　曜日 行事予定

２～５年下校１１：３０、６年下校１４：２０頃

２～６年14:45下校

毎週金曜日　７：３０～７：５０はＰＴＡ挨拶運動を実施します。（正門・西門）

１～６年集団下校１１：４０

１～６年集団下校１３：１５

1年生４月の下校の詳細に
ついては、学年通信をご参
照下さい。

入学式１３：３０開式、６年生参加（弁当持参）



14：20 ～ 15:20～ 16：05～

1 火
１年
13:30 ２～４年 ５～６年 委員会  命を守る訓練予備日  ALT訪問   学年行事６年

2 水 家庭訪問①　　耳鼻科検診３年　　

3 木 憲法記念日

4 金 みどりの日

5 土 こどもの日

6 日

7 月 家庭訪問② 　血液検査５年（朝食抜き、おにぎり持参）

8 火 家庭訪問③  交通安全教室　ALT訪問

9 水 引き取り訓練（北陵・小泉・南姫中校区）

10 木 家庭訪問④　　ALT訪問  　歯科検診（１．２．３年）

11 金 家庭訪問⑤　　ＰＴＡ本部役員会

12 土

13 日

14 月 １年 ２～３年 ４～６年 クラブ　　　　　　　　スポーツテスト週間　　

15 火 １年 ２～４年 ５～６年 ALT訪問  　眼科検診　　尿検査①

16 水 １年 ２～６年

17 木 １年 ２～３年 ４～６年 ALT訪問　　歯科検診（４．５年）

18 金 １～２年 ３～６年

19 土

20 日

21 月 １年 ２～４年 ５～６年 委員会　　スポーツテスト予備日

22 火 １年 ２～４年 ５～６年 ALT訪問   内科検診（２．５年、あおぞら）

23 水 １年 ２～６年 集会（清掃委員会）

24 木 １年 ２～３年 ４～６年 ALT訪問   ８ジャンプ取り組み開始　歯科検診（6年、あおぞら）　

25 金 １～２年 ３～６年 内科検診（３．６年）　　

26 土

27 日 資源回収①

28 月 １年 ２～３年 ４～６年 クラブ　　内科検診（１．４年）

29 火 １年 ２～４年 ５～６年 ALT訪問　　尿検査②  内科検診（予備日）

30 水 １年 ２～６年

31 木 １年 ２～３年 ４～６年 ALT訪問   知能検査（２，５年）

※学年行事については、学年通信でご確認ください。

毎週金曜日はＰＴＡ挨拶運動（７：３０～７：５０、正門・西門にて）

※1年生の下校は変更の可能性があります。学年通信をご参照ください。

引き取り時間等、詳細は後日連絡

１～６年集団下校１３：２０

１～６年集団下校１３：２０

１～６年集団下校１３：２０

　　５月の行事予定

日　曜日
下校予定時刻

行事予定

１～６年集団下校１３：２０

１～６年集団下校１３：２０

家庭訪問中は全校で集団下
校（１３：２０～）になります。
２日、７日、８日、１０日、１１日
は、変則になりますのでよろし
くお願いします。


