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Oたくましし、身体を育てる

今金町立今金小学校 学校だより 恥 1 平成27年4月15日

『平成27年度のスタートに当たって』

重点目標『相手意識をもち目標に向かつてねばり強くやりぬく子の育成J

今金小学校長谷口光伸

春休み期間を終え学校には進級した子どもたちの元気な戸が戻
ってきました。 25名の新 1年生や新しい友だち、先生方を迎えて、
児童数 193名、教職員 28名で今年度の教育活動がスタートしま
した。
さて、平成 27年度の学校経営についてですが、 4月 14日の参

観日の折にもお話しさせていただきましたが、若干紙面でもご説明
いたします。本校は、「自ら学びとるカを育てるJrゆたかな情操を
培う Jr忍耐力を養う Jrたくましい身体を育てる」の 4点を教育
目標に掲げ、「知 ・徳・体」の調和の取れた教育活動の推進を目

指しております。昨年度は「感性豊かに学び、高まり合う子どもの育成~自分を見つめ相手を
認めねばり強くやりぬく子~J を重点目標として取り組んで参りました。その結果、「ねばり強
く」という取組の姿勢は様々な場面において具現化が図られてきました。しかしゴーノレの設定という
点では唆昧さが残りました。
そこで今年度は、実践におけるゴールを明確に「やりぬく子jに着目し、子どもたちに達成感や

成就感、満足感を味わわせたいと考えました。また「相手意識は、あいさつから」を合い言葉
に、「相手意識」を全面に出し様々な活動の中で取り組んで参ります。そこで、『相手意識をもち、
目標に向かって、ねばり強くやりぬく子の育成』を重点目標とし、「相手意識Jr目的意識Jrねば
り強く Jrやりぬく」をキーワードに、目ざす子ども像を①よく考え、ともに学び、表現する子
②違いを認め、お互いを、 思いやる子 ③自他のために、意欲的に最後まで、活動する子 と

設定しました。
子どもの、こうなりたい、こうしてみたい。との思いを大切に、その達成に向けて自ら考え努

力していく。子どもの特徴を把握していると学習に対する動機付けを図ることは、比較的容易か
もしれません。しかし、その意欲や努力、取組を継続させることはとても難しいことです。なぜ
なら努力の割に結果はすぐに実感できない場合が多いからです。そのために途中で諦めてしまい、
せっかくわき上がった意欲や自信が失われてしまうことが、とても残念です。

子どもが一人で目標達成に向けて考え、意欲を持続し活動に取り組むことは難しいことです。
時には諦めそうになったり、心が折れそうになったりするでしょう。加えて学校は集団生活の場
です。全てが 自分の思うようにはいかないものです。当然、我慢することも学ばなければな
りません。そのような時、諦めさせず、そっと背中を押してあげる各家庭のご理解とご協力、地
域の皆様のご支援、行政との連携は、欠かせないものと考えております。
子どもにとって、一つの目標を達成した成就感、満足感、喜びは何事にも変えられません。大

いなる自信となり、次なる意欲を呼び起こします。本校では、子どもの個に応じたきめ細かな
指導を進めながら、「よさや可能性」を引き出すとともに、 相手意識をもって、ねばり強く最
後まで目標に向かつて実践する子ども(やりぬく子)を、各家庭や地域、教育委員会をはじめと
する行政、各関係機関の皆様とともに育んで参りますので、学校に対するご理解とご指導、ご支
援・ご協力をよろしくお願いいたします。



$: 平成27年度 合会岬…vフ紹介$:
職名 氏 名 担当・教科 職名 氏 名 担当・教科

校長 谷口 光伸 ---------教諭 (金子由恵) 育児休業

教頭 浅沼珠恵 ---------教諭 原田紗穂里 TT"少人数指導

主幹教諭 黒川貴功 少人数指導 教諭 樋口 喬士 少人数指導

教諭 細井 敦 1年 1組 教諭 回i幸紀子 桂内研修コーディネ ター

教諭 荒谷寛美 つばさ 講師 日置千晶 T T・少人数指導

教諭 森 尚代 2年 1組 養護教諭 米国綾子 ---------教諭 多国 満宏 2年2組 栄養教諭 森 敏江 ---------教諭 加藤和也 3年 1組 事務 太田健介 ---------教諭 渡遺 和 つくし 支媛員 今井美佑 特別支援

教諭 遠藤美由樹 ひまわり 支援員 久米宗之 特別支援

教諭 阿保沙智 4年 1組 支媛員 土井恵美 特別支援

教諭 前回雄也 たんぽぽ 公務補 伊藤正光 ---------教諭 村田真希 のぞみ 公務補 阪弁朋美 ---------教諭 田名部圭一 5年 1経 公務補 加納光一 ---------教諭 間宮真一 6年 1組
'-

昨年度より職員は 1名減りましたが、元気な子どもたちに負けないよう、
職員一人一人がパワーアップを図ります。

今金小学校 193名の児童がしっかりと学び、心身ともに健やかに成長
することができるように、今年度も職員一向、カを合わせて教育活動を推
進して参ります。

これからの学校行事や PTA活動等で、保護者の皆さんとお会いするこ
とを楽しみにしております。

ども進級に伴つ
して、家庭や地域に



ご入学お舗でと弓ございま可
4月6日(月〉、男子14名、女子11名、計25名の新1年生が

真新レいランドセルを背負い、今金小学校に入学いたレまレた。
入学式では、担任の細井先生、荒谷先生に名前を昭ばれると、全員「はい!Jとたい

ρ 山叫ψー へん元気よく返事をすることができました。

また、校長先生や、ご来賓の橘教育委員長様、

宮下PTA会長様のお話を聞く態度ちたいへん
立派でした。
2年生も在絞生代表として、「おもちゃのチャ

チャチャ」の替歌、 r1年生チャチャチャ」を元
気に歌い、 1年生を温かく迎えることができま
した。
入学に際して、たくさんの記怠昂やお祝いの

メッセージを頂戴いたしました。l!jlよりお礼申
し上げます。

の突通安全街頭指
j登校時刻について

のお願い

白 本校の登校時刻の自
i安は、4月6日より「香の交通安全街頭指導」がスタートレ、児童

の登校時間に合わせて交通安全指導員と本校職員、 4年PTA

15日(水)

16日(木)

こ行れ事か予ら定の
17日(金)

20日 ((火月)) 

通詳しい内容は学
21巴

級 {書等でご確認
ください。

の方々が街頭に立ち、児童に交通
安全を呼びかけました。

交通量の多い国道を通学してく
る今小の児童は、自分の易を守る

ために、しっかりとレた安全意識
を持つ必要があります。今後ち継
続して、指導を続けていきます。

また、地域の方々に元気にあい
さつをする、よいきっかけにもな
っています。

尿・蟻虫卵検査 22日(水)
(予備日27日)

1・2年聴力検査
子ども会顔合わせ 23日(木)
家庭訪問週間

(~24日)
5・6年交通安全教室 24巴(金)
PTA総会・歓迎会 27日(月)
児童会任命式
6年全国学力

-学習状況調査 28日(火)
1年視力検査、ニ計演u
尿検査二次 29日(祝)

7:30--8: 15 
7となっています。ギリ :
匂ギリの駆け込み登校も
危険ですが、まだ出勤
する職員の多くない早

:い時刻の登校も、安全
上心配です。

雌弘 ご家庭で
震積 も声かけ、 i
も~ どうぞよろ

絞 掛襲撃 しくお願い
壊顎 いたしま
泌 す。

3・5年知能検査
1・4年心電図
蟻虫卵検査二次
耳鼻科検診
3・4年交通安全教室

(予備臼24日)
6年修学旅行交流学習
町教研総会研修会
*午前授業・給食あり
町P連理事会
6年修学旅行

保護者説明会
昭和の日



浅沼珠恵(教頭)

今年は 6名の先生方が新たに

今小の職員として勤務すること

になりました。カを合わせて今

小の子どもたちの成長を支えて

参ります。どうぞよろしくお願

いいたします。

厚沢部町立厚沢部小学校からまいりました浅沼珠患と申します。生まれも育

ちも隣町せたな町です。大学を卒業してすぐ、期限付きで1年間だけ神丘小学校

に勤務したことがあり、今金町(しかも今金小学校11)に来られて、たいへん嬉しく

思っています。一生懸命な先生方とカを合わせ、今小っ子たちの健やかな成長

のためにがんばります。どうかよろしくお願いいたします。

加藤和也 (3-1担任)
⑫レーと、@りの唐揚げと、。ーロン茶が好きな加藤和也と申します。 5年

前までせたな町の小学校にも勤めていましたので、テーオーやピリカスキー場へ
はよく買い物や遊びに行っていました。自分のカを子どもたちの為に役立てて、
たくましく生き抜いていくカを育んでいきたいと考えています。まだまだ、わからない
ことも多いので、保護者、今金の皆様にたくさんお聞きする事もあるかと思います
が、どうそ.よろしくお願いいたします。

前田雄也(たんぽぽ学級担任)
江差小学校から赴任いたしました。今金小学校は5年ぶりの勤務となります。

6年生とは1年生の時に算数を担当していたので、顔を覚えていてくれた子がい

てうれしかったです。明るく素直な子たちばかりで、おかげで楽しく学校生活を送

ることができています。また、地域の方々にも温かく迎えていただき、大変慰謝し

ております。これから、今金町のために一生懸命頑張っていきますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

B 置千晶 (TT .少人数指導)

この度4月より時間講師としてお世話になります。出身が今金と言うこともあり、

親しみがあるこの今金小学校に来れたことを嬉しく思います。元気いっぱいの子ど

輔 lもたちとともに、自分自身も元気にいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

久米宗之(特別支援員)
はじめまして。札幌出身の久米崇之と申します。この4月から支援員として今金小

学校に勤務させていただきます。主につばさ学級の子どもたちを学習面でサポートして
いきたいと思っております。まだまだ、自分自身も半人前で不手際が多く、ご迷惑をか
けることがあるかも知れませんが、子どもたちのことを第一に考えて行動していきますの
で、どうそ.よろしくお願いします。

土井恵美(特別支援員)
4月から支援員として勤務することになりました今金出身の土井恵美です。今金小

学校には火・木の週2日で月・水金は種J!J小学校て・の勤務となっています。週2日
という少ない時間ですが、子ども一人ひとりと向き合い、支援員としてサポートできたらと
思っています。今小の子どもたちの元気に負けないよう頑張りたいです。どうぞよろしくお
願いいたします。


