
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度が始まりました            校長 渡辺裕之  

 一気に満開になった校庭の桜からは、早くも若葉が芽を出し始めています。平成３０年度

が全校児童６５７名・２２学級という学校規模でいよいよ始まりました。私たち教職員も元

気いっぱいな子どもたちに負けないよう学校の教育目標「たくま

しく豊に伸びる滝呂の子ども」の具現をめざし、精一杯取り組ん

で参ります。昨年度同様、ご支援・ご協力を賜りますようよろしく

お願いいたします。  

 

始業式・学校長の話から 

これからの子どもたちは、今ある職がその後も存続するかどうか不透明な時代を生きてい

くことになります。そこで、本校の学校課題を『未来を生きる人づくり』とし、昨年度積み

上げた実績から、目指す姿の１つ「考える子」を「考えつくりだす子」に改めました。  

始業式では、「目指す姿」「合い言葉」について次のような話をしました。  

 

１ 「考えつくりだす子」に   

 ・昨年度皆さんは、（人から）言われたことが、きちんとできていました。大切なことです。 

 ・言われたことをもとに、考え、行動することが、できつつあります。 

 ・言われたことをもとに、現状を見て、問題点に気付き、考え、新しくつくりあげる。 

このような「考えつくりだす」ことを目指していきましょう。 

・特に「まんぞく授業」の取り組みで力をつけていきましょう。 

２ 「はげましあう子」に     

 ・自分の力だけではどうしようもできないことが多数あります。 

 ・みんなで力を合わせると、１＋１が２ではなく、３にも４にもなります。 

 ・みんなが楽しく、明るく過ごせるため、「いじめ」は絶対許せません！ 

 ・「いじめゼロ（大切な命）」「さきがけあいさつ」について、児童会のみんなと力を合わ

せ、取り組みを進めていきます。 

 ・毎月１１日を「いい命の日」に加え、「いじめゼロの日」にもします。 

３ 「きたえる子」に        

 ・昨年度１年間皆勤賞が２６１人（全校の３９％）もいました！ 今年も皆勤賞を奨励。 

じょうぶな体、たくまし心を。 

 ・朝活動の運動を全校の半分で実施、縦割り遊びの増加、ロング昼休みを始めます。 

４ 合い言葉「みんなちがって、みんないい」 

 ・×みんなバラバラ、自分勝手なことをすればよい。 

 ・足の速い子がいれば、国語が得意な子もいます。人にはそれぞれ個性があり、みんな同じ

ではありません。互いの違いを認め合いましょう。 

 ・自分にないものを求めるより、自分にしかないものを伸ばすことが大切です。 

 ・お互いに、自分のよさ、自分が自信をもてることを尊重し合い、伸ばし合っていきまし

ょう。  
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                                ４本柱「まんぞく授業」「いじめゼロ (大切な命 )」  
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◆転出者  お世話になりました             ◆転入者  お世話になります 

職名  氏名  転出先等   職名  氏名  前任校等  

教諭  糸魚川和久  中津川市立福岡中学校（教頭）   教諭  後藤  秀明  多治見市立南ヶ丘中学校  

教諭  柴田  真吾  多治見市立北陵中学校   教諭  岩嶋  有希  多治見市立南ヶ丘中学校  

教諭  寺町  友利  多治見市立笠原中学校   教諭  戸松  佑紀  多治見市立陶都中学校（育休） 

教諭  渡辺  聡美  多治見市立陶都中学校   教諭  尾崎  美緖  可児市立桜丘小学校  

教諭  三浦  恵子  （退職） →恵那市立山岡小学校（講師）   講師  安藤  厚子  土岐市立泉西小学校  

栄 養 教 諭  小林  亜衣  （退職）→岩倉市立岩倉東小学校（ 新 規 採 用 ）  栄養教 諭  仁張  江里  可児市立中部中学校  

校務員  坂口  忍  （退職） →多治見市立養正小学校 （ 再 任 用 ）   校務員  三輪  広光  多治見市立北栄小学校  

給 食 調 理 員  楓  憲人  多治見市立笠原小学校   給 食 調 理 員  大岩  朱美  多治見市大畑調理場  

キ キ ョ ウ  
ス タ ッ フ  水野美帆子  多治見市立共栄小学校   キ キ ョ ウ  

ス タ ッ フ  浜田早樹子  多治見市立共栄小学校  

 

携帯メール配信への登録を！             アルミ缶・牛乳パックは常時回収中！ 

４・５月の主な行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月  
1 日（火）  発達検査（２・５年）  
２日（水）  多治見中校区合同引き取り訓練  

（引き取り開始時刻→１４：３５予定） 
 ７日（月）  ＰＴＡ登校指導  

ＳＧＬ登下校見守り  
       読み聞かせ（１年）  
８日（火）  ４年消防署見学（弁当必要）  

スポーツテスト（５・６年）  
 ９日（水）  スポーツテスト（３・４年）  
１０日（木） 連れ去り未然防止教室（１・２年） 

眼科検診（１～３年・かぜのこ・やまびこ） 
１１日（金）  スポーツテスト（１・２年）  
１４日（月）  ＳＧＬ登下校見守り  

読み聞かせ（２年）  
       頭ジラミ検査（５・６年）  
１５日（火）  頭ジラミ検査  

（３・４年・かぜのこ・やまびこ）  
１６日（水）  頭ジラミ検査（１・２年）  
       耳鼻科健診（３年対象者）  
１８日（金）  検尿  
       体重測定（かぜのこ・やまびこ）  
２１日（月）  ＳＧＬ登下校見守り  

読み聞かせ（３年・やまびこ）  
２３日（水）  内科健診（２・５年）  
       ＰＴＡ下校指導  
２７日（日）  第１回資源回収  
２８日（月）  ＳＧＬ登下校見守り  

読み聞かせ（４年）  
       眼科検診（４～６年）  
２９日（火）  プール掃除（４・５年）  
３０日（水）  ロング昼休み（滝っ子遊びの日）  
       家庭学習強化週間（～６／５）  
３１日（木）  歯科検診（５の３・５の４・６年）  
       プール掃除予備日  

４月  
６日（金）  前期始業式  
９日（月）  入学式  

（２～５年生は３時間授業。６年生は  
入学式参加のため弁当必要）  

１０日（火）  給食開始（２～６年）  
       ＰＴＡ登校指導  
１１日（水）  １年生給食開始  
１２日（木）  ＰＴＡ本部役員会  
１３日（金）  ＰＴＡ三役会（学級委員選出会）  
１６日（月）  スクールガードリーダー  

（ＳＧＬ）登下校見守り  
 命を守る訓練（予備日 26 日）  

１７日（火）  身体測定（３・４年）  
       全国学力・学習状況調査（６年）  
１８日（水）  身体測定（１・２年）  
１９日（木）  歯科検診（４年・５の１、５の２）  
       ＰＴＡ専門（学級）委員会  
２０日（金）  身体測定（５・６年）  

市の教育研究会  
（給食後 13:15 班下校） 

２３日（月）  振替休業日  
２４日（火）  身体測定（かぜのこ・やまびこ）  
２５日（水）  内科検診（１・４年）  
２６日（木）  歯科検診  

（１～３年・かぜのこ・やまびこ）  
２８日（土）  ＰＴＡ総会・授業参観  
        （児童は１時間授業。参観後総会→懇談会）  
２９日（日・祝）  昭和の日  
３０日（月）  振替休日  

スマートフォンからは、新たにアプリから登録も

できるようになりました。（併用も可能です。）別紙

をご確認ください。  
１２日（木）１７：００にテスト配信を行います。 

アルミ缶・牛乳パックは常時回収してい

ます。資源回収を含め、リサイクルで得た費

用は、『PTA 生涯学習基金』として、お子さ

んの教育環境充実のために役立てていま

す。ご協力お願いします。  


