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多治見市立根本小学校

平成 31年 4月 9日
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校長 三宅 裕―

平成 31年度 (5月 からは令和元年度になります)がスター トしました。今年度は、新 1年生

82名 を迎え、全校児童 551名 (昨年度 571名 )、 教職員46名でのスター トとなります。

学級数は今年もすべての学年が 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学級です。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つてまいります。保護者や地 1或の皆様には、本年度も変わ

らぬご理解とご支援をよろし<お願いいたします。
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大リーグ・マリす―ズのイチロー外野手 (45)が、 3月 21日 に現役を引退することを表明

しました。日本のプロ野球と大リーグで28年間、積み上げた安打は4367本 。引退の決断に

ついては、「後悔などあろうはずがありません。結果を残すために、人よりがんばったとは言え

ない。でも自分なりにがんばってきたとは言える」と言い切りました。

「だから、必ずプロ野球選手になると思います。そして、その球団は中日ドラゴンズか西武ライ

オンズです。 ドラフ ト1位で契約金は 1億円以上が目標です。僕が自信があるのは投手か打撃で

す。」

これは、イチロー選手の小学校の卒業作文の一部です。彼は、夢に向かい挑

戦 し、自分の目標を超える新たな未来を踏み出 した人です。彼は、このときす

でに、 1日 どの <ら い練習を しなければならないかを しつかり決め、ずつと実

行 していつたそうです。

彼は多<の人から尊敬されていますが、メジャーリーガーになつたからすご

いのではな <、 夢を持ち、その目標に向かって努力 し続けたことが素晴らしい

のです。メジャーリーガーになつてからも、毎日の トレーニングでその夢を継

続 し続けたことが尊敬される大きな原因になっているのです。

子どもたちの目指すゴールは一つでも、進み方は一人一人違ってよいと闇いま

に向かって、少 しずつ歩み続けることが大事なのです。

今年 1年間、子どもたちには「夢を持とう」「目標を持とう」ということを、

いこうと思います。

子どもたちに、いろいろな自由を楽 しませることはとても大切です。 しか し、

かないことや見つけられていないこと、夢や見えない可能性に気づかせてい<と
務も果た していきたいと考えます。

今年度も、本校の教育活動の様子をより理解 していただ<ために、学校報「た

行とホームページの更新をしていきます。よろし<お願いいたします。
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【転出入職員の紹介】
10名の職員が転出し、 10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

一丸となつて頑張つていきます。よろし<お願いします。

【転出】

高尾 三枝 先生

大森 雄祐 先生

大蔦 康司 先生

末次 美香 先生

岡  佳代 先生

川島真由美 先生

田上 和美 先生

多治見市立笠原小へ

多治見市立精華小へ

多治見市立精華小へ

可児市立東可児中ヘ

瑞浪市立土岐小ヘ

多治見市立脇之島小ヘ

多治見市立南姫小ヘ

長江恵理子 SSW  ご退職

加藤 沙織 配膳員 ご退職

アタハール・ アル ALT

お世話になりました。

【転入】

松田 健治 先生  多治見市立北陵中より

籠橋 亮介 先生  多治見市立笠原小より

上屋 大樹 先生  多治見市立昭和小より

玉本 直大 先生

林  泰身 先生  土岐市立濃南中より

松岡 恵理 先生  多治見市立滝呂小より

先原三和子 先生  多治見市立南姫小より

水野奈緒美 SSW
伊藤美絵子 配膳員

クリスティン・マコーカ AL丁

よろし<お願いします。

【今年度のスタッフ紹介】

校 長    三宅 裕― 教 頭    鷲見  龍

教務主任   山田 卓志 生徒指導主事 松田 健治

1年生 1 組 今丼英津子 2組 竹内嘉奈子 3組 村丼 矢]子

2年生 1 組 羽田野美香 2組 南  ス絵 3組 加藤 紀子

3年生 1 組 曲直瀬倫子 2組 喜多ひとみ 3組 林  裕樹

4年生 1組 三輸 伸子 2組 玉本 直大 3組 林  珠美

5年生 1組 籠橋 亮介 2組 齋藤 美景 3組 鵜飼 有子

6年生 1 組 小栗麻希子 2組 土屋 大樹 3組 澤田乃里子

あおぞら 1 組 鈴木みゆき 2組 渡邊 芳 0召

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訓・今丼 治 (6訓 養護教諭    林  泰身

事務職員    浅丼 麻反 ほほえみ相談員    松岡 恵理

キキ∃ウスタッフ    紀藤 美香・櫻丼 和代

先原三和子

図書補     金子 佳代

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 水野奈緒美 スクールカウンセラー   熊谷みどり

少人数指毒・音楽指導      本公リキ  言彗モ予 音楽指導    鈴木幹奈子

AL丁      クリスティン・マコーカ 巡回学校司書  宮地 祐子

スクJ)が ―ドリータ一` 可矢目 立美 給食配1善員   宮島 恵子・伊藤美絵子

「 1年間tよろ し<お願いします。」



4月 の行事予定
多治見市立根本小学校



5月 の行事予定
※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。

診(45年 )

内科検診 (3.6

歯科検診(6年 、あ

2,5年)内

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)


