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４月６日(金)に新任式・始業式・入学式が行
われました。１４名の新しい職員を迎え，また、
新一年生１２６人が入学し、全校児童７９５
人、３０学級でのスタートです。また、本年
度は、学校創立５０周年にあたります。これ
までの歴史と伝統を踏まえ、次のような考え
のもとに学校経営を推進していきます。
子どもたちが、自分の持っているよさや

力を発揮し、そのよさや頑張りをお互いに
認め合い、高め合う子どもたちを育てたい
と考えています。
そして、子どもの成長する姿や子どもた

ちに関わる教師の姿を通して、東谷山小学
校一人一人の子どもたちや保護者、地域の
方々の信頼と期待に応えられるよう、職員
一同、力を合わせて頑張っていきたいと思
います。
保護者、地域の皆様には、今年度も本校教

育活動への御理解と御協力を賜りますようよ
ろしくお願いいたします。
本年度は、昨年度からスタートした新た

な取組を更に充実させたいと考えています。

１ 基本・基本の確実な習得と、「主体的、
対話的で深い学び」の実現に向けた授業
改善
・ 「授業を創る７つの柱と10の実践」
を基に、子ども主体の授業に改善して
いきます。

２ いじめのない、楽しい学校づくり
・ 毎月第１金曜日を｢いじめについて
考える日｣として、自分や友達のこと
を考える時間を設定します。

・ 友達のよさやがんばりを認め励まし
合い、所属感や自己肯定感、自己有用
感を高めるために、「キラリ賞」に取
り組みます。

３ 落ち着いた生活態度の育成
・ 「『５あ活動』を『５あ自慢』に」
できるよう取り組みます。

４ 健康で安全な生活を送ろうとする子ど
もの育成
・ 虫歯予防「むし歯治療率50％以上」
・ 歩育500ｍ、ヘルメット着用100%
５ 創立50周年記念事業を成功させましょ
う。

創立50周年 ＡＴＧＫヒガタニ
Ａ（明るく思いやりをもって） Ｔ(楽しく学び) Ｇ(元気にあそぼう) Ｋ(キラリ輝く）東谷山小学校を目指します。



○年○組 ○○ ○○
新入生のみなさん，ご入学おめでとうございます。元気でかわいら

しいみなさんが入学してくれて，とってもうれしいです。
お花がきれいに咲いて，みなさんを温かく迎えています。体育館や

教室もピカピカにそうじをしたり，かわいくかざったりしながら，み
なさんを心待ちにしていました。
１年生を見ていると，ぼくが初めて父母に手を引かれ，坂道を上っ

て，学校の門をくぐった日のことを思い出します。入学式では，学校
ではどんなことをするのだろう，友達が何人できるのかなといっぱい
考えながら，校長先生や担任の先生のお話を聞いていました。あれか
ら５年が過ぎました。そこで，期待と不安でいっぱいのみなさんに，
ぼくから３つ東谷山小の紹介をします。
まず，学校ではいっぱいお勉強をします。ぼくが好きな教科は体育

です。体をいっぱい動かして，鉄ぼうやとび箱をするのが，とても楽
しいですよ。みなさんも好きな教科を見つけてみて下さい。
２つ目は，昼休みに，友達と思いっきり遊べることです。市内で一

番広い校庭だから，鬼ごっこやドッジボールなど，たくさんできます
よ。ぼくはドッジボールが好きなので，ぜひ一緒に遊びましょう。
３つ目は，運動会や遠足，なわとび大会など，楽しい行事がいっぱ

いあります。ぼくが一番楽しみなのは，運動会です。応援団長になっ
て，みんなを元気よくサポートし
たいです。
３つしか紹介できませんでした

が，まだまだ学校は楽しいことが
いっぱいあります。困ったことや
分からないことがあったら，ぼく
たちにどんどん聞いて下さい。さ
びしいときはいつでも声をかけて
下さいね。お話や遊んだりしまし
ょう。みんな，お友達です。一緒
にがんばりましょう。

【春休みの思い出と１年間の目ひょう】 ○年○組 ○ ○○○
ぼくの春休みの思い出は，エンヤさんとすごしたことです。
エンヤさんは，台わんの大学生です。勉強をするためにぼく
の家にホームステイに来ました。
ぼくはエンヤさんと生活しながら日本のことを教えたり、

台わんのことを習ったりしました。言葉が分からなくても，
なかよくなれました。
また，春休みには山なしにも行きました。山なしでは、大

きくいてとてもきれいな富士山を見ました。青い空と富士山。
山中このさかさ富士。とても感動しました。そしてパワーを
もらいました。富士山は日本一の山でした。
さて，新学期が始まります。ぼくは３つの目ひょうを立て

ました。
１つ目は，忘れ物をしないこと。そのために，前の日にじ

ゅんびをして、朝かくにんをすると決めました。
２つ目は，２年生の時にできなかったなわとびの技ができ

るようになること。できるように練習します。
３つ目は，英語を学ぶこと。エンヤさんとすごして，英語

が話せるともっとなかよくなれると感じたからです。
この３つの目ひょうをたっせいするためにど力します。そ

して，楽しい１年間にしたいと思います。

【最上級生として】 ○年○組 ○○ ○○○
今日から最高学年としてスタートすることになります。不
安やきん張と同時にワクワクした気持ちも混じっています。
私は，６年生としてこの１年間の目標を３つ決めました。
１つ目は，東谷山小全体を精いっぱい支えることです。去

年の６年生は，運動会などの行事や委員会活動，清掃活動な
どでリーダーとなり，みんなを引っ張ってくれました。みん
なをまとめてくれた６年生はとってもかっこよかったです。
６年生から引き継いだバトンをしっかり握りしめ，よりよい
学校になるよう，６年生みんなで力を合わせてがんばりたい
と思います。
２つ目は，１年生のお世話をすることです。１年生は不安

な気持ちで入学してくると思います。給食やそうじ，昼休み
などたくさんふれあって，早く１年生が学校生活に慣れるよ
うにしたいです。
３つ目は，苦手な国語の読み取りを克服することです。そ

のことを母に相談すると，「本をたくさん読むといいよ」と
アドバイスをくれたので，図書室の本100冊以上読みたいと思
います。私は，常に最上級生として自覚を持ち，全てのこと
に全力投球で打ち込みたいと思います。そして，小学校最後
の１年間を楽しみたいと思います。

入学おめでとう。待ちに待った１年生！

目標もってがんばろう

【５月の行事予定】

１日(火) スケッチ大会 18日(金) 体力テスト(3年)

２日(水) 春の一日遠足 ブラッシング指導

９日(水) 歯科検診(下学年) (1・4年),プール清掃

PTAリーダー研修会 23日(水) 内科検診

11日(金)～31日(木) 家庭訪問 (3年,6年1・2組)

12日(土) 土曜授業 28日(月) スクールゾーン委員会

14日(月) 体力テスト(6年) 地域ＰＴＡ

15日(火) 体力テスト(5年) 29日(火) 眼科検診

16日(水) 心臓検診(1年) 30日(水) 内科検診

17日(木) 体力テスト(4年) (2年,6年3・4組)

○年○組 ○○○ ○○
私は東谷山小学校を背負う６年生になり，少々の不安もあり

ますが，期待に胸を膨らませています。それができるのは，毎
朝の通学があるからです。楽しく安全に通学できると一日が楽
しくなり、がんばろうという気持ちになります。
しかし，通学は危険が伴う場合もあります。１年生などを見

ていると，｢危ない｣と思うことがあります。私も低学年のころ，
飛び出しかけたことがありました。そんなとき，通学保護員の
みなさんに見守っていただいていると，とてもありがたく感じ
ます。これからも大変ですが，１年間，笑顔でわたしたちを学
校に送り出して下さい。わたしたちは通学保護員さんからのあ
いさつで，学校の勉強のはげみになります。わたしたちも，通
学保護員さんのはげみになるように，元気にあいさつして，交
通に気をつけてがんばります。

【通学保護員】
・○○○○さん〔りすコース(希望ヶ丘入口交差点)〕
・○○○○さん〔りす・かめコース(時計台階段前信号)〕
・○○○○さん
〔かめコース(波之平刀匠前

交差点)〕
・○○○○さん
〔くまコース(谷山病院前

交差点)〕
・○○○○さん
〔うさぎ、きりん・パンダコース(学校前

交差点)〕

通学保護員さん紹介の式

☆印は本年度の転入者
学年・組 担 任 等 学年・組 担 任 等
校 長 原之園 健児 ひまわり 有留 英人
教 頭 永田 大作 あさがお 奥村 織江

１ 山本 泰 こすもす 穂満 祐子
１ ２ 山口 智那 なのはな 児玉 裕紀
年 ３ 米山 葉子 指導法(3年) 二宮 秀明

４ ☆柳 晶子 指導法(4年) ☆星野 敬子
５ 里 千夏 指導法(5年) ☆水間 夕生
１ 德田 恵理子 理科専科 田平 俊彦

２ ２ 片平 修 音楽専科 川路 美智子
年 ３ 善福 真子 児童支援 沢村 優治

４ 松木 佳奈 初任校指導教員 ☆ 勝 悟
５ 鮫島 郁美 養護教諭 盛永 春代
１ 中西 美鈴 専門員 島崎 浩一

３ ２ 嶋田 雅子 事務職員 ☆迫田 俊一
年 ３ ☆西田 瞬 事務補助 川畑 三千代

４ 白瀨 澄人 司 書 牧野 弘江
４ １ 亀崎 智明 学校主事 山田 幸司
年 ２ ☆黒瀨 友里奈 特別支援教育支援員 ☆大久津 敬子

３ ☆稲留 宗隆 特別支援教育支援員 ☆若松 小百合
１ ☆八木 裕太郎 学支ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ☆上妻 厚男

５ ２ 屋田 将史 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大脇 三男
年 ３ ☆東 美里 ＡＥＡ フォストンみすず

４ 濵島 利行 購買部 田中 幸子
１ 新甫 さなえ 購買部 満留 郁代

６ ２ 田村 慶 国内留学 刈川 陽介
年 ３ 菊永 佳祐

４ 上村 真珠

学級編成 ～職員を紹介します～




