
学校職員の紹介 

  

校  長  石見 孝男（旭市教育委員会より） 

教  頭  梅津 清治  田中 竜太（八日市場一中より） 

 教務主任  山本 和正 

  

○１学年担任            ○２学年担任 

 Ａ組 小松久美子          Ａ組 藤野 祐子 

  Ｂ組 大木 淑江（八千代台西小より）  Ｂ組 加瀨 桃子（新規採用） 

Ｃ組 伊藤 彩           Ｃ組 秋山 知世 

Ｄ組 山角 利江（干潟小より）   Ｄ組 横須賀里奈 

○３学年担任               ○４学年担任 

 Ａ組 岡野よ志子          Ａ組 林 麻知子 

  Ｂ組 小野 優晃（滝郷小より）   Ｂ組 近藤 沙南 

  Ｃ組 榊原 直起（八日市場小より） Ｃ組 島田 百恵（新規採用） 

  Ｄ組 小川有紀子          Ｄ組 石毛 勝之 

○５学年担任                ○６学年担任 

 Ａ組 片岡 慶子                    Ａ組 小笠原親子 

Ｂ組 金島こずえ（嚶鳴小より）   Ｂ組 石毛 達朗 

 Ｃ組 鶴島 規晃（千葉大学教育学部附属小学校より） Ｃ組 加藤恵理子 

                    Ｄ組 畑尾 高人 

○特別支援学級担当 

 ひまわり 宮内 弘和          なのはな 工藤 久恵（琴田小より） 

たんぽぽ 押田 祥枝          つくし 中村 文枝（栄小より） 

 こすもす 石貝 新二 

言語Ａ組 林 美代子          言語 B 組 田宮 悦子 

院内学級 藤野 順行                 にこにこ 松本 明美 

○専科担当  

音楽 吉澤 優衣（萬歳小より）   理科 椎名 大樹（豊里小より） 

 少人数指導 渡辺 由樹（新規採用）     初任研指導 林 静乃 

○養護・事務担当 

 養護 齊藤 香苗  鈴木美由紀（船木小より） 

 事務 木内 直満（銚子中より）  大木 雅子 

○ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 山﨑 さなえ 

○栄養教諭  石井 幸恵 

○小学校教諭補助員  加瀬なぎさ（嚶鳴小より）  角田美智子（匝瑳市給食センターより） 

○小学校教諭補助員  川島めぐみ（新規採用）   松本田鶴子（嚶鳴小 他より） 

○ＡＬＴ   Tori（トリー） 

○用務員   青手木公子  大木 洋子（旭二中より） 

 

 

 

 

◆進級，入学おめでとうございます！ 

 長かった冬も終わり、学校にはうれしい春の香りが漂い始めました。あたたかい日ざしがさんさ

んとふりそそぐ教室に，中央っ子の元気いっぱいの顔がそろい，平成２９年度がスタートしました。 

 今年度も，からだの成長だけではなく，いろいろな経験を通して心も大きく成長するよう取り組

みます。子どもたちは，希望と期待に満ちているようです。学校が子どもたちにとって楽しいとこ

ろであるよう，私たち職員も，チームワークを大切にしながら一生懸命がんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭市立中央小学校  №１ 

平成２９年 ４月 

児童数 ７２５名 

 

 

  
                                          校長 石見 孝男 

 

 「春風や闘志抱きて丘に立つ」高浜虚子・作 

 

 新しい学校生活の第一歩にあたり、子どもたちや教職員も新たな気持ちで頑張ろうとい

う意欲に燃えています。ご入学・ご進級おめでとうございます。 

 始業式、そして入学式を終え、全校児童７２５名の教育活動が始まりました。始業式で

は、１年の始まりにあたり、「こんなことを頑張りたい」、「こんなことができるように

なりたい」といった目標を立てること、そして、その目標に向かって努力する子になって

ほしいことについて話をしました。サッカーの長友佑都選手は、「僕にはサッカーの才能

はないが、努力を続ける才能は誰にも負けたくない」と言っています。壁を乗り越えるた

めに、そして壁を乗り越えた後も、毎日毎日の努力を怠らなかったことが、世界最高の舞

台での彼の活躍につながっているのでしょう。 

 努力が実って結果が出ることもありますが、努力はしたものの結果に結びつかないこと

もあります。しかしながら、目標に向けて努力しようとする気持ちや、その取り組みの過

程に意味があり、新しい学年が始まったこの時期だからこそ見せる、お子さんのちょっと

した変化や成長を認め励ましていきたいものです。 

 教育に対する思いを共有し、学校と家庭と、そして地域と共に手を取り合って、子ども

たちの健やかな成長のためにがんばってまいりましょう。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

 



 

 

 
お知らせとお願い 

＜４月 行事予定＞ 

１日（土）  学年始め休業（～６日） 

７日（金） 着任式・始業式 交通指導 

      ６年生弁当持参 

      見守りボランティア活動開始 

１０日（月） 入学式 交通指導 

       ５・６年生給食開始 

１１日（火） 身体測定 交通指導 

       視力・聴力検査開始 

       陸上部結団式・練習開始 

       ２～４年生給食開始 委員会 

１２日（水） 避難訓練 

１３日（木） ６年生校長先生との会食開始 

       ＰＴＡ総会準備会（新旧常任委員会） 

１４日（金） １年生給食開始 

１７日（月） １年生を迎える会 

１８日（火） 全国学力学習状況調査 

１９日（水） 交通指導 

２０日（木） 地区児童会 

２１日（金） 授業参観・ＰＴＡ総会・保護者会 

２４日（月） １年交通安全教室 委員会 

２５日（火） 代表委員会 

２６日（水） 歯科検診（１・３・６年） 

２７日（木） 教育相談アンケート実施 

＜１年生を迎える会＞ １７日(月） 

   １０：３０から体育館で行います。１学年保護者の皆様には，

別途学年だより等でご案内いたします。 

 

＜授業参観・ＰＴＡ総会・学級懇談会＞ ２１日(金） 

今年度の学習や生活について，大切なお話しがたくさんあります。

ＰＴＡ総会，学級懇談会にもご参加いただき，新しい担任とお話く

ださい。お待ちしております！ 

   ◇授業参観  （各教室）１３：１５～１４：００ 

   ◇ＰＴＡ総会（体育館）１４：１０～１４：５０ 

   ◇学級懇談会（各教室）１５：００～１６：００ 

お車でお越しの際は，東部図書館東の「旭文化の杜公園第２駐車

場」をお借りしていますので，ご利用ください。 

なお，路上駐車や近くの保育園・店舗などへの駐車は，大変迷惑 

となり，交通事故の原因ともなりますので，くれぐれもご遠慮願い

ますよう，お願い申し上げます。 

 

＜いじめ防止啓発強化月間について＞ 

平成２６年４月１日から施行された「千葉県いじめ防止対策推進

条例」により，４月がいじめ防止啓発強化月間となります。ご家庭

でも，子どもの変化に気づいたときは，悩んでいる気持ちに手をさ

しのべてください。また、学校へも御相談ください。 

 家庭におけるチェックポイント  

□朝，布団から出てこない。夜，よく眠れていない。食欲がなく 

なる。遅刻や早退が増える。 

□表情が暗くなる。些細なことでイライラしたり，物にあたった

りする。 

□友だちが遊びに来なくなる。学校や 

友だちの話題が減る。 

□教科書やノート，学校の道具がなく 

なる。壊されている。 

相談窓口の紹介 

○学校生活相談窓口（いじめ・体罰・セクハラ） 

・窓口担当者 児童の相談     養護教諭  

         保護者からの相談    教頭 

※セクシャルハラスメントについては，児童・保護者

ともに養護教諭に相談してください。 

 電話 ６２－０１４２ 

（外部機関） 

・千葉県子どもと親のサポートセンター 

メール saposoudan@chiba-c.ed.jp 

電 話 ０１２０－４１５－４４６ 

 ・２４時間いじめ相談ダイヤル 

  電 話 ０５７０―０―７８３１０ 

 ・千葉いのちの電話 

  電 話 ０４３－２２７－３９００ 

○ことばや聞こえ，発達に関する心配事 

・特別支援教育コーディネーターが相談に応じます。 

 相談専用電話 ６０－１０２０ 

○学校生活や家庭教育，子育て等の相談 

 ・スクールカウンセラーが相談に応じます。 

  山﨑 さなえ  電話 ６２－０１４２ 

＜見守りボランティア活動開始＞ 

  登校時と下校時の子どもたちの安全を願い，６名の

方がボランティアとして活動してくれています。今年

度も７日（金）から見守り活動が開始されました。 

  子どもたちにも，感謝の気持ちを込めて，大きな声

であいさつができるようしていきたいと思います。ご

家庭でも同様に，子どもたちに一声かけてほしいと思

います。  

※学校では，ボランティアの方を募集しています。 

児童の登校時刻と出入り口について 

７：１５に昇降口を開けます。安全確保のため，それ以

前に子どもたちが登校することがないようお願いいたし

ます。また，児童の学校への出入り口は北門，東門，ふじ

棚付近の入り口の３つとなります。西門は児童の登下校口

としては，使用しません。西門は車専用の出入り口となり

ます。 

 

 

 

車で送迎する場合のお願い 

登下校は，基本的に徒歩でと考えています。事情により，

車で送迎する場合は，付近住民の迷惑や交通渋滞，児童の

安全を最優先し，学校周辺での乗降を避けるようお願いし

ます。また，近隣の施設（すこやかリハビリ・ケアセンタ

ー等）の駐車場等を利用することはおやめください。 


