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江陽小だより 第８９号

海 陽 風
平成３０年４月２６日

←
平成３０年度 ２２２名でスタート ４月４日、

こんなに

４月に入っても雪が降る不安定な学年はじめでしたが、 雪が！

４月９日、始業式・入学式が行われました。
今年度は３９名の新入生を仲間に迎え、全校児童２２２ ４月２３

名で学校生活が始まりました。 日、新緑

始業式では、①「元気なあいさつをしよう」②「真剣 に向かっ

に清掃ができる人になろう」③「命を大切にしよう」の てまっし

３点を、入学式では、①「元気なあいさつをしよう」② ぐら ↓
「交通事故に気をつけよう」③「学校のことを家でたくさ
ん話そう」の３点を話しました。
在校生にも新入生にも今日していることは、「あいさつ」

と「命を大切にする」ことの２点です。江陽小児童に限ら
ず、皆が心がけていくべき大切なことです。特に「あいさ
つ」については、簡単なことではありますが、会社の採用
担当者が「あいさつができる・他とコミュニケーションが
とれる」ことを、採用の最重要条件としてあげるほど大切
なことです。実はなかなかできることではないのかもしれ
ません。ご家庭でも繰り返しお話しいただければ幸いです。

平成３０年度学校目標 「成長や前進を実感できる児童の育成」
本校は、学校目標として
「前向きな子」

を掲げています。これは、江陽小学校児童はこうありたいという大きな目標です。
努力目標として
「思いやりのある子」 (徳育面)
「進んで学ぶ子」 (知育面)
「からだをきたえる子」(体育面)

をうたっています。これらの揺るぎない思いのもと、今年度特に力を入れていくべきこととして、上
の学校目標を設定しました。その根底にある思いは次のとおりです。

すべての児童にいだいてもらいたい思い
江陽小学校児童は
江陽地区が好きである ･･･ 郷土を愛する心
江陽小学校が好きである ･･･ 集団の良さを体現する場
自分自身のことが好きである ･･･ 自尊感情の昂揚

自分や、自分の周りにあるものを好きになっていける、それはすばらしいことです。そんな思いを
もてるような環境(やきっかけ)を準備し、子どもたち一人一人が力を発揮していく姿があるれる学校
にしていきたいと思っています。
ただし、学校はコンビニエンスストアではありません。社会に出るためのルールや、他の人との関

わり方などをたくさん学んでいく必要があります。そのためには、困難や苦しいことに出会うことも
たくさんあります。それらを解決したり乗り越えたりできることが、教育目標にある「前向き」に生
きることであると確信しています。
イギリスのことわざに「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない」と

いうのがあります。大切なのは、自らがやろうとすることです。気づき・目的意識をもって行動でき
るようになる…「前向きに生きる力」を育んでいこうと思っています。
ご家庭・地域の皆様の、ご指導・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。



【  の主な行事 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・６年史跡巡り　・ＡＬＴ（５年）

・口腔診査  ・クラブ③

・運動会結団式

・５年Ｐ街頭　・前期清掃班組織会 ･５月集金日

・運動会総練習

・５時間授業（15:00下校）　・ＡＬＴ（５年）

・全校朝会（講話） ･内科検診（１～３年）

・縦割り班組織会，なかよしタイム

・修学旅行説明会

31 木
・安全点検・脊柱側弯検査（５年）
・ＡＬＴ（２，４，５，６年）　・委員会④　

29 火

15 火 30 水
・午前学習（13:10下校）　・ＪＵＭＰチーム結成式

・ＪＳ研修会（江陽中）

28

学　校　行　事

25 金
･５時間授業（１～４年，15:00下校）

･運動会会場準備（５・６年）

26 土 大運動会

・運動会係児童打ち合わせ

22 火

23 水

17 木
・運動会全体練習開始・ＡＬＴ（６年）

・委員会③　・尿検査③　

18 金

20

月 振替休業日

14 月

27 日 （運動会予備日）

13 日

12 土

11 金

10 木
・運動会練習割当開始　・ＡＬＴ（３，５，６年）

・クラブ②

24 木9 水

8 火
・内科検診（４～６年）　・尿検査②　・ＡＬＴ（６年）

・４月納入日

7 月

21 月

日 ・Ｐ早朝奉仕作業（7:00）

・ベルマーク週間
6 日

5 土 こどもの日

19 土4 金 みどりの日

3 木 憲法記念日

日 曜日 学　校　行　事

2 水
・５時間授業（14:50下校）

・通学路確認　・新入生を迎える会

16 水
・代表委　・通学路確認

1 火
・５時間授業（14:50下校）　・ＡＬＴ（５，６年）

日 曜日

平成３０年度 PTA～新役員紹介 

 ４月２０日（金）の参観日には、多数おいでいただきありがとうございました。 

ＰＴＡ総会・運営委員会では、今年度の本部役員・予算・会則等が承認され、新たなスタートを

切ることができました。今年度もご協力よろしくお願い申し上げます。 

平成３０年度 職員紹介   

 

 

「敷地の庭木の剪定ありがとうございます」  
 

ボランティアの鈴木留橘さんに、４月初めから敷地内

の庭木の剪定をしていただいております。感謝申し上げ

ます。 

他にもいろいろなボランティアを必要としておりま

す！お手伝いいただける方は、いつでも大歓迎です。気

軽に学校へおいでください。 

＜ボランティアの例＞ 

庭木の手入れ、裁縫、学級園の栽培活動、読み聞かせ等 

 

 

 

☆連休中のお子さんの安全への 

ご配慮をおねがいします☆ 
 

２８日(土)からのゴールデンウィ

ークには、事故や非行などトラブル

にあわないようにご家庭でのご配慮

をお願いします。何かありましたら、

ご連絡ください。 

江陽小学校 ２２－１８２４ 

校　　長 豊島　匡生 1年1組 木村　千穂子 ねむの木 三浦　洋子

教　　頭 音喜多　勧 1年2組 前田　沙紀子 ねむの木 上平　彩結

教務主任 佐々木 泰貴 2年1組 久保　淑子 用務員 玉舘　信昭

少人数指導 久保　光男 2年2組 宮古　さつき 用務員 磯谷　明雄

養護教諭 石橋 さつき 3　年 高橋　由香 特別支援
アシスタント 細越　久美

臨時事務 畑中　瑛美 4　年 伊藤　千佳子 給食配膳員 大村  彩子

非常勤講師 梅村　慎子 5　年 田名部 純一
スクール

カ ウンセラ ー 川井　範子
地域密着

コーディネーター 江渡　恵子 6　年 武宮　愛子

会　　長 佐々木　茂　雄 5年 会　　計 相　坂　優　子 3年

副 会 長 土　岐　美賀子 6年 会計監査 七　崎　佳　子 6年

副 会 長 小　川  ゆ　か 5年 会計監査  舩　渡　美喜子 3年

副 会 長 中　村　勇　人 4年 書　　記 中　村　眞　紀 5年

副 会 長 中　上　隆　行 2年2組 書　　記 山　下　しのぶ 5年

会　　計 津　馬　真　弓 4年 書　　記 青　山　琴　美 4年

会　　計 村　上　孝　子 3年 書　　記 佐々木  　　瞳 3年



【新任教職員紹介】 

江陽小に新しい風を運んできました！よろしくお願いします。 

 豊島 匡生 校長先生 

毎朝、玄関であいさつを交わしながら、子どもたちの元気な声に頼もしさを感じています。 

子どもたちを育て応援する立場として、保護者の皆様・地域の皆様と風通しの良い関係を築いていこうと思っ

ています。どうぞよろしくお願いします。 

 

 高橋 由香 先生 

近くの柏崎小学校より転入して参りました。 

元気いっぱいの３年生からパワーをもらってがんばります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 田名部 純一 先生 

江陽小学校の子どもたちとの新しい出会いを、とてもうれしく思います。子どもたちのよさをたくさん

見つけて、さらに伸ばしてあげられたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 前田 沙紀子 先生 

４月から、江陽小学校に勤務させていただくことになりました、前田沙紀子です。元気いっぱいの江陽

っ子たちと一緒に、勉強や運動、遊び、いろいろな行事を楽しく頑張っていきたいと思います。来たばか

りでわからないこともありますが、精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。 

  

 上平 彩結 先生 

ねむの木学級副担任の上平彩結です。 

先月大学を卒業し、江陽小学校に参りました。経験が浅く不安の多い毎日ですが、先生方や江陽小の子ど

もたち、そして地域・保護者の皆様のお力を借りて、子どもたちのより良い学校生活のために頑張ります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

石橋 さつき 先生 

明るく元気な江陽小の子どもたちと一緒に活動できることを楽しみにしています。保護者の皆様、保健

室にもお気軽にお立ち寄りください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 磯谷 明雄 さん 

４月から用務の仕事でお世話になります。わからない事がありますが、ガンバリますのでよろしくお願

いします。 

 

 玉舘 信昭 さん 

平成３０年４月１日より、用務員として仕事を実施していきたいと思います。 

学校のために頑張ります。 

 細越 久美 先生 

元気で明るい江陽小学校の子ども達から毎日パワーをもらっています。特別支援アシスタントとして

一人一人に寄り添った支援を心がけたいと思います。一年間よろしくお願いします。 



 


