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鴨池小学校学校だより 

 

『ふわふわ言葉』で学校が変わる 

校長 福留 明人 

「１年生に優しくできる」って素晴らしい 

 元気な７０名の新１年生と１３名の転入生を迎え，

全校児童５２３名で新年度が始まりました。新しい学

級で，新しい友達や担任の先生と一緒に学校生活がス

タートし，「頑張ろう」とやる気が感じられます。 

高学年の子供たちは，学校をリードしようと委員会

活動やボランティア活動に張り切って取り組んでい

ます。特に，６年生は，１年生の給食準備のお世話を

したり休み時間に楽しく遊んだりしています。その姿

を見て，とても微笑ましく，頼もしく感じています。

また，２年生は，生活科の学校探検で，１年生を優し

く案内して校内の施設を教えていました。 

人は，お世話をする立場になり，人のために頑張る

ことで成長するのだと思います。１年生は，きっと頼

りになる上級生の存在に感謝していることでしょう。  

一方で，新しい学習環境や友達関係に慣れるのに少

し時間がかかっている子供もいます。特に，いじめや

交友関係で悩んでいる場合は，すぐに担任または学年

主任等まで御相談ください。管理職や生徒指導係等も

一緒に解決に向けて，迅速に対応してまいります。 

 

『言葉の力』は『ふわふわ言葉』 

 本年度の重点事項として，昨年度に引き続き「『言

葉』を大切にする」取組を推進します。言葉には力が

あります。勇気づけられたり励まされたり…。相手の

心がほっこり温かくなるような『ふわふわ言葉』が飛

び交う学校を子供たちと一緒につくりたいと考えて

います。 

大人自身も子供たちに夢や希望を与えられるよう

な声かけを心がけていきたいものです。よりよい言葉

遣いの定着までには少し時間がかかりそうですが，

『言葉の力』を信じて粘り強く取り組んでまいります

ので，保護者の皆様の御協力をお願いします。 

 

あいさつで みんなの笑顔を 

本年度の児童会スローガンは，「あいさつで みん

なの笑顔を さかせよう」です。 

朝の「おはよう」のあいさつが交わされることで一

日を気持ちよくスタートすることができます。「こん

にちは」のあいさつで，元気をもらうことができます。

校区コミュニティ誌「LLかもいけ」にも掲載されてい

ますが，毎月１５日にリサイクル活動と併せて「あい

さつ運動」を学校・家庭・地域が一体となって取り組

み，未来の子供たちを育てていきたいと考えます。 

本年度も鴨池小の子供の幸せのために，「チーム鴨

池」で取り組んでまいりますので，保護者の皆様，地

域の皆様の御支援・御協力をどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

新任職員紹介 

職 名 氏 名 前 任 校 

教   諭 前田 由紀美 南界小学校 

教   諭 緒方 英治 春山小学校 

教   諭 横山 奈緒子 小宿小学校 

教   諭 岩切 直久 武岡台養護学校 

教   諭 宇治野 優香 新規採用 

教   諭 二川 政文 広木小学校 

教   諭 末吉 生枝 桜峰小学校 

講   師 先間 知子  

講   師 竹ノ内 やよい 坂元台小学校 

事務主査 池田 隆一 坂元小学校 

事務職員 大園 美智 名山小学校 

学校校務支援員 西  悦子 Ｒ４度から制度改定 

特別教育支援員 岩元 佐代子 甲東中学校 

特別教育支援員 岩﨑 香代子 鴨池中学校 

給食調理員 藤本 眞佐代 桜丘西小学校 

学校用務員 德留 康樹 清和小学校 

教員業務支援員 原田 加代子 新規採用 

令和４年度 教員一同 

校 長 福留 明人 たいよう 植村 一郎 

教 頭 赤崎  修 あおぞら 横山 孝子 

１－１ 河野 友美 たんぽぽ 先間 知子 

１－２ 北田 実優 ひまわり 田中 邦子 

１－３ 福島 里佳子 こすもす 涌井 千鶴子 

２－１ 川路 あおい すずらん 中村 浩太 

２－２ 宇治野 優香 なでしこ 瀬戸山 亮 

２－３ 内田 一実 すくすく 深水 智子 

３－１ 前田 由紀美 にこにこ 末吉 生枝 

３－２ 谷山 朋美 理科専科 竹ノ内 やよい 

３－３ 岩切 直久 音楽専科 横山 奈緒子 

４－１ 二川 政文 外国語専科 森木 かずえ 

４－２ 有馬 尚可 養護教諭 木瀬 敬子 

４－３ 荒田  亮 事務主査 池田 隆一 

５－１ 国分 孟史 事務職員 大園 美智 

５－２ 堀  倫明 給食調理 藤本 眞佐代 

６－１ 臼井 一裕 給食調理 森田 律子 

６－２ 山田  忍 給食調理 足  真弓 

６－３ 緒方 英治 給食調理 柳田 美佐 

学校用務 川﨑 広秋 学校図書館司書 山﨑 英恵 

学校用務 江藤 正弘 学校校務支援員 西  悦子 

学校用務(ブロック) 德留 康樹 教員業務支援員 原田 加代子 

特別教育支援員 岩元 佐代子 在外教育施設 白澤 佳奈子 

特別教育支援員 岩﨑 香代子 育 休 方 佳帆里 

購買部 松﨑 尚子 育 休 三谷 梨恵 

 

★引き続き，新型コロナウイルス対策を！ 

 本校でも新型コロナウイルス感染症が広がってい

ます。そこで，各家庭でも次の対策等に御協力をお願

いします。 

１ 朝や就寝前のお子さんの検温や健康観察を毎日，

必ず行ってください。 

２ 熱や咳，のどの痛み，頭痛等の症状が出たら，早

めに医療機関で受診して，指示に従ってください。 

３ 手洗い，マスク，フィジカルディスタンス（人と

の距離）の感染予防を再確認してください。 

４ マスクを外す「会食」時は，特に，感染防止対

策を徹底してください。 

行事予定 感染状況によっては，変更があります。 

 

 

５ 月 の 行 事 

 ３日(火) 【祝】憲法記念日 

 ４日(水) 【祝】みどりの日 

 ５日(木) 【祝】子どもの日 

 ９日(月) 交通安全教室(全学年) 

１１日(水) 体力テスト実施期間(～２０日) 

      内科検診(１・６年) 

１３日(金) 保護者との面談① 

１４日(土) 土曜授業日 児童引き渡し訓練 

１６日(月) 保護者との面談② 

１７日(火) 心臓検診(１年) 

１８日(水) 租税教室(６年) 内科検診(２・５年) 

１９日(木) 春の一日遠足(全学年) 

２０日(金) いじめ防止啓発強調月間 

      保護者との面談③ 

２３日(月) 保護者との面談④ 

２４日(火) クラブ活動 

２５日(水) 内科検診(３・４年) 

２６日(木) 保護者との面談⑤ 

２７日(金) プール掃除(５・６年) 

３０日(月) 保護者との面談⑥ 

６ 月 の 行 事 

 ５日(日) 日曜参観 

 ６日(月) 振替休日 

 ９日(木) 防犯教室 

１１日(土) 土曜授業日 

１４日(火) クラブ活動 

１５日(水) 学校保健委員会  

プール開放運営協議会 

１７日(金) 全学年５時間授業 

２３日(木) 薬物乱用防止教室(５年生) 

２４日(金) 学年学級ＰＴＡ 

２７日(月) 水泳授業参観ウィーク ～７／１ 

３０日(木) 薬物乱用防止教室(４年生) 

言葉の力 

思いを伝える言葉遣い＝『ふわふわ』 言葉 


