
 
 

 

 

　

 

ご入学、ご進級　おめでとうございます
　１年生のみなさん、保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。
　２年生から６年生のみなさん、保護者の皆様、ご進級おめでとうございます。本日、新入生
７名を迎え、全校児童４９名で令和２年度をスタートしました。どの子どもも、新年度に向け
ての期待や希望に胸を膨らませながら登校してきました。学校、家庭、地域で知恵と力を合わ
せて、子どもたちの成長を支えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

本年度の学校経営について
学校の教育目標

力いっぱいやりぬく大桑の子
　小学校６年間の教育をとおして、子どもたちに、生涯にわ
たって大桑の地域を愛し、貢献できる力、広い社会でたくまし
く生き抜く力を身に付けたいと願っています。

すすんで
（自分から） 自分たちで

みんなのために
（ありがとう）自分から 行動できる 力を合わせて活動できる がんばれる

　・自分からあいさつをしよう
　・自分の考えを進んで話そう
　・あきらめずにやりぬこう

　・ぽかぽか言葉、ぽかぽか行動
　　で仲良くしよう
　・難しいことにも仲間と力を合
　　わせて挑戦しよう

　・学校を美しくしよう（掃除）
　・ボランティアの心で動こう
　・家庭や地域でも活躍しよう

　始業式では、子どもたちと大きく２つのことを約束しました。

　①　「一歩踏み出せ」
　　　昨年度一輪車を全員達成できたのは、目標に向かって一歩踏み出せたからこそ。「できるか、
　　できないか」を迷っていても何も進まない。できるようになりたいと思ったら、「やるか、やら
　　ないか」。まず一歩を踏み出そう。

　②　「自分の健康は自分で守る」「みんなの健康はみんなで守ろう」
　　　今、新型コロナウイルスを退治しようと、世界が一丸となってがんばっています。学校の休み
　　が続き、みんなと会ったり、思いっきり遊んだりすることができない時間が続きますが、ここは
　　もう少し我慢して自分の健康管理はもとより、人同士が感染しないマナーや行動をみんなで守っ
　　ていきましょう。

令和２年度の学校職員 どうぞよろしくお願いします。

校長 松原　　茂 (３年目) 総括 ４～６年教科担任 武山　　修 (１年目) 図工

教頭 鷲見　博史 (１年目) 総括補佐、ＰＴＡ ３・４年教科担任 佐藤八惠子 (５年目) 国語、算数、書写

教務主任・６年担任 小原たか子 (２年目) 教育計画・特別活動 適応支援員 大石　友紀 (８年目) ２・５年生指導

事務主任 留田　美佳 (３年目) 経理、会計 学習支援員 松見三千江 (３年目) １～６年生指導

１年担任 渡辺美年子 (４年目) 道徳、人権 英語活動支援員兼務 三尾　真理 (３年目) 英語活動等指導（火・木）

２年担任 脇田　　滋 (５年目) 生徒指導主事、研究推進 ＡＬＴ兼務 加藤エマー (５年目) 英語指導（火）

３年担任 平田　　敬 (１年目) 体育主任 特別教育サポーター 諸橋　望美 (１年目) 教育相談

４・５年担任 三島　由紀 (４年目) 図書・クラブ 給食調理員 村瀬ひろみ (１年目) 給食調理

養護教諭 河瀬　　桜 (２年目) 保健、教育相談、
特別支援コーディネーター 給食調理員 杉山　一子 (４年目) 給食調理

栄養教諭兼務 石神　えみ (３年目) 献立作成（火） 読書指導員兼務 日比野咲智子 (２年目) 図書館運営（火・木）

校務員兼務 村瀬　敏雄 (２年目) 環境整備（水・金）
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お世話になる校医の先生方

学校医 学校歯科医 学校薬剤師

内科 耳鼻科 眼科 歯科 薬剤師

宇野俊郎 先生 小泉　光 先生 ※調整中 西村　朗 先生 河合　洋 先生

令和２年度児童数　（４月１日現在）
４月の行事予定（変更あり）

学年 男子 女子 合計
7 (火) 着任式、始業式、入学式

１年生 2 5 7
10 (金) ＰＴＡ執行部会

２年生 3 4 7
20 (月) 給食開始、委員会活動

３年生 4 5 9
21 (火) 特別日課

４年生 1 3 4
22 (水) 通学班会

５年生 6 2 8
23 (木) 結団式

６年生 7 7 14
24 (金) 授業参観、ＰＴＡ総会、学級懇談会

全校 23 26 49
28 (火) 運動会係会

令和２年度の主な学校の行事（変更あり）

１学期 ２学期 ３学期

４月

7 着任式、始業式、入学式
８月

23 PTA環境整備作業

１月
7 始業式

20 授業再開予定日 27 始業式 8 書き初め会

22 安全サポーター対面式

９月

2 夏休み宝物展（～3） 15

13 第二回資源回収（予備日10／27） 10

命を守る訓練

23 運動会結団式 3 命を守る訓練

２月

5 手つなぎ一輪車

24 授業参観、ＰＴＡ総会、学級懇談 新１年生入学説明会

26 開校記念＜城山登山＞ 24 授業参観、学級懇談会 12 キッズウィーク休業日

５月

17 運動会、スポーツフェスティバル
１０月

8 修学旅行（～9）

27 交通安全教室

１１月
2

17 ６年生を送る会

18 振替休業日 23 かしの木登り 2 安全サポーターお礼の会
キッズウィーク休業日

３月

4 授業参観、学級懇談会

29 スポーツテスト 20 ５年社会見学 25 卒業証書授与式

６月

7 第一回資源回収（予備日：14） 27 ひとり旅 26

11 授業参観、学級懇談会

18 ５年美山研修（～19）

終了式、離任式

10 プール開き

１２月

4 ６年社会見学 27 学年末休業日（～４/６）

15 引き渡し訓練

21 個別懇談（～22）

７月

2 授業参観、学級懇談 25 冬季休業日（～１/７）

3 命を守る訓練

6 学校保健安全委員会

13 個別懇談（～14）

17 終業式

20 夏期休業日（～８/26）

《お願い・お知らせ》
○行事予定について
ここに掲載しました行事については年度初めの計画です。新型コロナウイルス感染症について

は、日々状況が変化していることから日時や内容の変更、中止の可能性があります。その他、諸
事情により日時の変更や中止される場合はその都度お知らせしますので、ご理解をお願いします。

○あんしんネットへの登録について
本日、今年度用のＩＤとパスワードが記載された用紙を児童の皆さんに配布しました。臨時休

業中や休業明けの活動についての連絡に使用しますので、早めに登録をお願いします。

○臨時休業中の連絡について


