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学 校 だ よ り学 校 だ よ り
よく考え 励まし合って やりぬく子
よく考える子 励まし合う子 やりぬく子

TEL 69-2029 FAX 69-4448 HP-URL http://www.tanpopo.ne.jp/~ohyabu/index.htm： ： ：

「みんなが誇るコミュニティスクールづくり」のために

学校経営方針の「みんなが誇る学校」にするために、これまで「たいせつに」を合い言葉に

して活動を行ってきました。子どもたちが大切にしてきたものは 「仲間 「自分自身 「合唱」、 」 」
「校舎 「野菜 「あいさつ 「めあて」や「約束」です。」 」 」

その成果として、子どもたちが元気になり 「欠席ゼロの日」を一昨年度は６日、昨年度は４、

日達成しました。さらに、昨年度の課題にしていた「スリッパをそろえて脱ぐこと」も改善さ
れ、裏返ったり、遠くに飛ばされたりしている
スリッパは減りました。

自分が履いていたスリッパを丁寧に脱ぐこと

ができる子は 「心配り」ができる子ですから、、
いろいろなことに気付くことができます。学習
も効果的にできますし、いじめもしません。

スリッパを丁寧に脱ぐことができる子が増え
ることによって、さらに「欠席ゼロの日」が増

２月２３日（金）午前11時15分の２階男子トイレえていくだろうと楽しみにしています。

「あいさつ」についても、地域の方々から「最近、あいさつの声が大きくなっている 「６。」
年生の班長が元気なので、下学年も見習ってあいさつしている 」という評価をいただけるよう。

になりました。きっと子どもたちは「大藪小学校って、いい学校なんだよ 」と誇りに思ってい。
ると思います。

本年度は、大藪小学校が輪之内町初の「コミュニティスクール」として出発します。そこで

校舎１階の西端に「コミュニティルーム」を設置しました。職員室または校長室に声を掛けて

いただいた後、コミュニティルームで打ち合わせをして 「授業の様子を見てこよう 「校庭に、 。」
雑草が生えてきたから・・・ 「野菜の育ちが悪いから・・・」等、保護者・地域による学校。」
づくりを進めることができたなら、さらに「保護者」や「地域」のみなさんも「大藪小学校っ
て、いい学校なんだよ 」と自慢でき、誇りに思える学校になります。。

そんな学校づくりために、今年も、わたしたち大藪小学校職員は「ほめ上手 「しかり上手」」

な職員集団を目指します。キーワードは引き続き「感動 「価値 「存在」です。」 」
ご家庭でも 「スリッパを揃えて脱げたね （感動 」 「次の人が履きやすいわ （価値 」、 。 ） 。 ）

「さすが○○ （存在 」とほめてください。。 ）
そこで、私から職員へは 「その場でほめることや、児童とのふれあいを大切にするために、、

①教室の掲示物に時間と手間をかけない。
②ノートや作品への朱書きを簡略化する。
③休み時間は児童と遊ぶ。と強く伝えてあります。ご理解、ご協力をお願いします。

このことは、現在の日本の課題である「働き方改革」にもつながっています。昨年度に始ま
「 」 。 、 、った ノー残業デー の取り組みも同じです 皆さんもご承知のとおり 教職員は多忙を極め

教員になりたいと考える若者はどんどん減っています。夢のある職業であるにもかかわらず、
実状はブラック企業だと言う人もいます。

実際に、年度途中で産前産後休暇や育児休業をとると、先生不足で代わりの先生が配当され
ず、教務主任が担任を兼務するという事態も発生しています。これでは、子どもの学力が十分
に保障されません。日本の教育レベルを下げないために、教職員の仕事量のスリム化が必要で
す。お願いばかりで恐縮ですが、ご理解、ご協力をお願いします。

文責 校長 小椋 英吏



     
 
 
◎お世話になりました                      ◎よろしくお願いします 
  転出者 転出先など  転出者 転出先など   

 
 
 
 
 

 転入者  転入者  
金森 千雅子 福束小 志賀 めぐみ 広幡小 福井 美雪 教頭 田中 友子 心の相談員 
田中 友子 退職・大藪小 野村 文裕 福束小 安藤 吉輝 担任 足利 由衣 支援員 
伊藤 弘美 福束小  西松 也恵子 退職 鈴木 理英 担任 山中 美咲 英語担当 
加藤ひとみ 大江小・教頭 カラ・バード 退職 槌田 佳代 担任・新採 土井田 始 初任者指導員 
村瀬 有里加 養正小    沖川 沙織 事務主任   
         

◎学級編成など 

     
    

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

     
     

     
                 全校児童 ２７４名 

 
新しいメンバーを迎え、これまでの伝統を大切にしながら     

新しい気持ちで、全職員力を合わせ、知恵を出し合って、 
学校の教育目標 

「よく考え 励まし合って やりぬく子」 
に向かって力を尽くします。ご理解とご協力をお願いします。 
 

◎４月行事予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
９日（月）着任式・始業式・入学式 

１０日（火）発育測定（５・６年）通学班会議 
１１日（水）発育測定（３・４年） 
      知能検査（３・５年）    
１２日（木）発育測定（１・２年） 
１３日（金）交通少年団入団式    

       歯科検診（４・５・６年） 
       ＰＴＡ本部役員会・実行委員会 
 １６日（月）少年消防クラブ入団式（５・６年） 
       心電図検査（１・４年） 
 １７日（火）全国学力・学習状況調査（６年） 
       歯科検診（１・２・３年） 
       検尿回収日１回目 

 
１８日（水）視力・聴力検査（５年） 
      視力検査（６年） 
      学用品点検日  
１９日（木）視力・聴力検査（３年） 
      視力検査（４年） 
２０日（金）視力・聴力検査（１・２年） 

耳鼻科検診（１・２・４・６年） 
２５日（水）授業参観、ＰＴＡ総会、学級懇談会 
      学校運営協議会  
２６日（木）検尿回収日２回目・児童会認証式 
２９日（日）□,●昭和の日 
３０日（月）振替休日 

 
※心のアンケート週間 １０日～１３日 
※教育相談      １６日～２０日 

  ※学用品点検日には、筆箱の中に入っているものなどを確かめます。ふさわしい学用品がそろっていること

は、学習活動の基本です。日頃から家庭でも見届けをお願いします。 

  ※下校時刻は「４月の下校時刻について」（３月配付）で確かめてください。 
  

校  長 小椋 英吏 
教  頭 福井 美雪 
教務主任 近藤 法和 
生徒指導主事 栁瀬 陽一 
保健主事 富田 晶子 
養護教諭 田中 真弓 
特別支援・教育相談コディネーター 廣瀬 三恵 
通級指導 若野 美加子 

英語担当 山中 美咲 

事務主任 沖川 沙織 
英語担当・支援員 坂 美千代 
支援員 宗石 惠好 
支援員 足利 由衣 
支援員 辻井 美幸 
心の相談員 田中 友子 
ALT   リンジー デント 
ALT ジェームス ダグラス サーラント 
初任者指導員 土井田 始 
図書館司書 近藤なるみ 
校務員 吉田 三津子 
  

学年・学級 男子 女子 計 担任名 
 のびっこ   １   ２ ３ 廣瀬 三恵 
１年１組 １１ １３ ２４   槌田 佳代  
１年２組 １１ １３ ２４   黑古 千春 
２年１組  １０   ９ １９   富田 晶子 
２年２組   ９   ９ １８   田中 涼 
３年１組  １２  １１ ２３   鈴木 理英 
３年２組  １３  １１ ２４   牧谷 美紀子 
４年１組  ２０  １３ ３３   田中 亮 
５年１組  １２  １７ ２９   安藤 吉輝 
５年２組  １３  １６ ２９   藤澤 真弓 
６年１組  １２  １２ ２４   栁瀬 陽一 
６年２組  １２  １２ ２４   山口 永一郎 


