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校長 加藤 禎恵

令和 2年度がスター トしました。今年度は,新 1年生 65名 を迎え,全校児童 518名 ,

教職員 47名 でのスター トとなります。

今,日 本のみならず世界中が,新型コロナウイルス感染拡大防止策を模索し続けている

にもかかわらず,未だとどまる気配の見えない,いわば緊急事態です。

例年ならば一年間かけて築き上げてきた仲間との絆を,感謝 と感動でもって締めくくる

はずの 3月 。次年度に向けての引き継ぎやまとめの行事を行 うことができず,子 どもたち

はもちろんのこと,保護者の皆様も感情の行き場のない不安な日々を過ごされていること

と思います。多治見市においても感染者が確認 され,県全体を見てもその広が りが見られ

ます。子 どもたちの安心,安全を守るとい う観点から,4月 19日 (日 )ま でを再び学校

の臨時休業 日とすることになりました。

青空に映える満開の桜を見上げると,子どもたちやご家族の皆様のお気持ちを思うと,

切なさで胸が張り裂けそうになります。しかしながら,笑顔の子どもたちを迎えるその日

まで,今はみんなで気持ちをつなげてこの危機を乗り越えていきましょう。

保護者の皆様にはご迷惑ご心配をおかけします。引き続きご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。

ど も に か が ~ヤ
く根 本 の 子

学校は,勉強だけのロボット人間を育てているのではありません。周りの人と「ともに」

生きる「人」を育てているのです。夢や希望を持ち,お互いに支え合いながら学び会おう

とする心や,美 しいものを見て美しいと感じ,残酷なものを見て悲しいと感じ,涙を流し

ている人の背にそっと手を添える思いやりの心。あるいは,自 分の弱さに気づき,困難か

ら逃げないで立ち向かおうとする前向きな気持ち。そういった,人 としての心を耕す場で

もあります。どれだけ AI化が進んでも, どれだけコンピュータ技術が発達しても,人の

心だけは機械で作ることはできません。日に見えない心を成長させることができるのは人

であり,生身の人間同士が切磋琢磨しながら関わり合うことで生まれると考えます。

学校は,人 としての理想を語れる場でもあります。永遠にその理想を追い続ける学校で

ありたいと思っています。

家庭も地域も,子供たちも教師集団も,全てその人間関係が穏やかで柔らかで,お互い

を思い合える関係があって初めて心からの「笑顔」が生まれます。一人一人の「かがゃき」

を大切に,そ の笑顔が輪となり渦となり,人 と人がつながっていく学校を目指していきま

す。本校の教育活動にご支援, ご協力を頂きますようよろしくお願いいたします。
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「お世話になりました。」

校長

教頭

先生

先生

先生

先生

先生

先生
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○転入

加藤 禎恵 校長 桜ヶ丘小より

今丼 敏雄 教頭 多治見中より

杉本 暁子 先生 北栄小より

天野 )羊子 先生 泉小より

前田 智子 先生 桜ヶ丘小より

道下 容子 先生 土岐津小学校より

前川 真紀 先生 小泉小より

田島 広大 先生 ′」ヽ泉小より

尾関 佑真 先生 共栄小より

梶田ゆき子 先生 新規

伊藤 絹恵 事務主事 北陵中より

高橋 利緒 先生 新規

富田 1申治 主幹教諭 北陵中より

相川1 理恵 栄養教諭

「よろしくお願いします。」

【転出入職員の紹介】

【令和2年度 職員の紹介】

校長 加藤 禎恵 教頭 今丼 敏雄

教務主任 山田 卓志 生徒指導主事 松田 健治

1年 1組 村丼 知子 2組 竹内嘉奈子

2年 1組 水谷 美保 2組 田島 広大 3組 三輪 1申子

1組 今丼英津子 2組 土屋 大樹 3組 杉本 暁子

4年 1組 喜多ひとみ 2組 前田 智子 3組 籠橋 亮介 副担 前川 真紀

5年 1組 齋藤 美景 2組 尾関 佑真 3組 天野 洋子
こテ11

日ヨ」担 梶田ゆき子

6年 1組 加藤 紀子 2組 羽田野美香 3組 曲直瀬倫子 副担 鈴木みゆき

あおぞら1 大森真由美   あおそら2 渡邊 芳昭

(通級指導)ことば
そよかぜ2

丸山

道下

邦子

容子

そよかぜ 1

そよかぜ3
水野 麻美

南 久絵

(養護教諭)林 泰身 (事務職員)伊藤絹恵 (校務員)星野保隆 (図書司書補)金子佳代

(ほほえみ相談員)松 岡恵理 (キキョウスタッフ)紀藤美香 櫻丼和代 高橋利緒 ・

(主幹教諭)富田伸治 (講師)松井貴子 鈴木幹奈子 (配膳員)宮島恵子 山内房枝

(栄養教諭)相川理恵 (学校福祉相談員)水野奈緒美   1儘|   1饉    1嵐
(巡回司書)宮地祐子 (スクールが―ドリーダー)可知立美   6甲 鶴  6V鶴  OW御

蝙餞
鷺
鉤鍼澪
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◎新型コロすウイルス感染拡大防止のため休校延期となりましたので、4,5月 の行事を

調整しています。今後絆メールなどでご連絡します。ご迷惑をおかけしますが、よろし

<お願いします。
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