
学校だより

ときわっこⅱ

校長室より①
学校教育目標
「思いやりの心をもち 自ら考え正しく判断し ねばり強くやりぬく 児童の育成」

◇めざす子ども像◇
と・・・友だちを大切にする子
き・・・気持ちのきりかえができる子
わ・・・わかる喜びを感じる子
こ・・・心と体をきたえる子

チーム常盤 チャレンジ１ ～ひとつになろう～
４月２０日現在の常盤小学校の全校児童は８１９人です。市内の小学校では

１番。小中学校では，総社東中学校についで２番目に児童・生徒数の多い学
校です。人数が多いとなかなかひとつになることは難しい面もありますが，
ひとつになった時のパワー，エネルギーはすごいと思います。そこで，今年
度も右のような「チーム常盤 チャレンジ１ ひとつになろう！」を掲げま
した。チーム常盤は，児童，保護者の方，地域の方，教職員みんなです。チャ
レンジ１は一つになるの１。そして，上記にあるめざす児童像“ときわっこ”
一番をめざすの１です。下図のように葉っぱのような力（健やかな体，豊かな
心，確かな学力）を身につけることで花のような子（ときわっこ）に育ててい
きたいというものです。そのために子どもたちがしっかり根をはる大地が家庭。
昼も夜もずうっと子どもたちを見守る空が地域。日中子どもたちを照らす太陽
が学校。タイミングよく子どもたちに栄養を与える水が教職員。そして，キー
ワードは“連携”。それぞれがそれぞれの役割を果たしたうえで，繋がる，連
携することで大輪の花を咲かせることができると考えています。ゴールの姿，めざす子どもの姿を共
有すること。めざすところさえ見失わなければ絶対ひとつになれると信じています。チーム常盤 チ
ャレンジ１ ひとつになってチャレンジしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

いじめ防止基本方針について
平成２５年６月に「いじめ防止対策推進

法」が制定され，９月から施行されました。
この法律に基づいて，各学校では「いじめ
防止基本方針」を定めることになり，常盤
小学校でも国，県のいじめ防止基本方針を
基に検討し，策定をして５年目になります。
学校では，保護者・地域・関係諸機関と

の連携を密にし，①未然防止②早期発見③
いじめへの対処をしっかり行っていきたい
と考えています。

今月のめあて① あいさつ
４月のめあては，あいさつです。手先が

冷たい時 私たちは息をふきかけます。手
と手をこすりあわせます。すると暖かくな
ります。あいさつも同じで冷たい時 息を
かけると暖かくなるようにおはよう あり
がとうと声をかけあうと心が温かくなりま
す。冷たい時 手が触れ合うと暖かくなる
ようにハイタッチや握手をして手と手が触
れあうと心が温かくなります。短い言葉だ
けど，あいさつには人の心を温かくする不
思議な力があります。あいさつは，人類が
生んだ最大の文化だと私は思います。
常盤学区がいつも明るいあいさつでいっ

ぱいになるようチーム常盤みんなでひとつ
になってあいさつ一番めざしてチャレンジ
していきたいと思います。
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３０年度 常盤小の子どもたち 全校児童 ８１９ 名 （４／２０現在）

学年 なかよし １年 ２年 ３年

組 １ ２ ３ ４ ５ ６ 1 2 3 4 ５ 1 2 3 ４ １ ２
児童数 ７ ６ ７ ７ ６ ７ 28 28 28 28 29 31 31 31 32 32 32

学年 ３年 ４年 ５年 ６年 のぞみ

組 ３ ４ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ １～６年

児童数 33 33 30 29 30 30 32 31 31 32 34 35 35 34 ７

「なかよし学級」について

私たちにはいろいろ違いがあります。背の高い人・低い人，勉強がさっと分かる人・ゆっく
り考えた方がよく分かる人・・・みんな一人ひとり得意なことがあれば苦手なこともありま
す。勉強についても同じです。新学期，新しいことが始まると，ワクワクして楽しみに思う人
がいます。でも，不安になる人もいます。そのため，勉強が落ち着いてできずに困ってしまう
友だちもいます。そんな友だちのためにおうちの人たちと相談し，別の教室で少ない人数で勉
強する教室をつくっています。勉強の内容によってはその学年の人と一緒に勉強します。大切
なことは，一人ひとりのちがいやよさを認め，みんなで高め合っていくことです。チーム常盤
みんなでがんばっていきましょう！！

H30年度 チーム常盤最強のスタッフです どうぞよろしくお願いします！
校 長 髙杉 整二 教 頭 ※斎藤正幸 少人数指導 中塚 真子 角田 英里

教 頭 藤原 陽子 教務主任 秋山 誠 初任研後補充 皆木恵美子 守安麻偉子

生徒指導 佐藤 亘 理科専科 岡本 純 学級指導 山下 勝久

なかよし担任１ 光畑 幸司 音楽専科 竹 理絵子 学級支援 中村 茜子 津田 実香

なかよし担任２ ※糸島耕太郎 英語専科 ※瀧本里美 学級支援 守安 公美 小野 慶子

なかよし担任３ 金山 隆圭 英語指導 ※Mr．オライリー 学級支援 ※貝原京子 ※安藤美由紀

なかよし担任４ 宮島 淳子 英語指導 ※片岡 悠子 学級支援 ※武鎗裕子

なかよし担任５ 田川 晴子 養護教諭 國金 弘子 特別非常勤 譚 明美

なかよし担任６ ※勝田勇樹 養護事務助手 髙塚由美子

のぞみ学級 池上その子 学校図書館司書 荒木 斎江 事 務 渡辺 和枝 鳩野 香津

児童支援 坪井 則子 登校支援 桑名 覚美 業務員 淺野 好

初任研指導 ※片岡基志 スクールカウンセ 疋田 基道 業務アシスタ 佐野由里子
ラー ント

１組 ２組 ３組 ４組 ５組

第１学年担任 櫻井あゆみ 平松 靖行 岡野 友美 長須小百合 虫明 令子

第２学年担任 小澤 妙子 難波 香織 ※小河原 萌 萱原 浩

第３学年担任 山部 紘愛 ※竹井智恵子 ※大島 淳志 太田しづ香

第４学年担任 橋本 裕子 ※大田 純也 土谷 由子 牧野 梨紗

第５学年担任 大平 智也 堀尾 晴美 ※原瀬 聡 高橋まさ美

第６学年担任 劔持 弘志 ※木口 智文 渡辺 翔帆 古川 五月

※印のある者が，今年度着任しました。
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