
 

－新年度のスタート、進級おめでとうございます－ 
                                                  校長 平家祐孝   

 

校内には様々な花が咲き、確かな春の訪れとともに、新たな年度のスタートを感じさ

せています。お子様の進級、誠におめでとうございます。 

新２年生が植えたチューリップもかわいく咲きそろい、新入生の元気な入学・登校を

楽しみにしているようです。また、新６年生も、4 月５日に登校し、各教室の整備や入

学式の準備など最上級生として役割を果たしてくれました。 

明日には、新１年生５学級 14７人が入学してきます。教職員はもとより、全校生も新

入生の入学・登校をとても楽しみにしています。中でも、去年入学した新２年生は、昨

年度１年間での見違えるほどの成長ぶりを新入生や保護者に立派に披露してくれると思

います。   

 

さて、教職員の異動も含め、新年度を迎えました。新年度、新たな学校教育目標を『認

め合い、支え合い、高め合い』とし、子どもの主体的な取組を重んじ、子どもが生き生

きと活動する学校を目指したいと考えています。また、育てたい・目指す子どもの姿を

三つのキーワードで示していきたいと考えています。そのキーワードは、「にこにこ」、

「こつこつ」、「ぐんぐん」の三つです。それぞれのキーワードを用いて、次の「お」「ぞ」

「の」で始まる子ども像をわかりやすく子どもに伝えたいと考えています。 

 

①「お」：思いやりに満ちた子  

… 仲間を大切にし、共に伸びようとする子ども → 「にこにこ」 

 ②「ぞ」：存分に力を発揮する子 

 … 何事にも前向きに自ら高まろうとする子ども → 「こつこつ」 

 ③「の」：のびのびと活動する子 

 … 個性を尊重し、自他の成長を共に喜ぶ子ども → 「ぐんぐん」 

 

今年度は、子どもが主体的･協働に学ぶ学習（アクティブラーニング）を軸に据え、子どもが能動

的に教育活動に取り組み、学力向上に向けた自身の「伸び」や「高まり」を実感させる

とともに、多様な教育活動を通して、自己有用感や自尊感情を高め、道徳性を育もうと

考えています。 

さらには、従来以上に教育的効果が見込まれる指導について、積極的・計画的実践を

推し進め、教育目標に即した振り返り（ＰＤＣＡ）を重ねながら、より開発的な改善を図りた

いと考えています。 

新たなメンバーも迎え、新年度気持ち新たに、常に子どもの成長を真ん中に据えた教

育活動を推進してまいりたいと考えておりますので、引き続き本校の教育活動に、ご理

解とご協力、連携をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 



２８年度 職員一覧 

 

校長 平家祐孝   教頭 土高信也 

 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 

たんぽぽ 寺田 和弘 田淵 道子    

１年 永井 智子 上城 由衣 島田 好江 芝 朋来 多田 將行 

２年 高島 洋 中井 優希 野村 武弘   

３年 中村 佳代 多田 和平 栫 采那 西澤 直樹  

４年 水本 拓海 常峰 幸佳 笹原 美加子   

５年 和田 隆太 天羽 結香 辻 武史   

６年 藤田 孝幸 山本 有里子    

 

 図工専科  河野 愉平      教育支援員 大田 里佳 

 音楽専科  西田 敦子      事務職員  菱谷 侑加子 

 児童支援   畑   宏       介助員   山本 由香 

 養護教諭  岩佐 聖子      校務員   盛重 ルリ子 

 栄養教諭  末川 仁美      校務員   澁谷 和良 

 新学習ｼｽﾃﾑ 中井 友希      学校開放  竹原 潔 

指導補助  山口 佳子      学校開放  大塚 利夫 

 読書力向上 居月 真未      学校開放  北田 米男 

多人数加配 飯田あかね      安全管理  國上 伊三郎 

 計算    初鹿 政隆      安全管理  鎌倉 和道 

 ＡＬＴ   マイケル・ルイス   安全管理  山本 儀重 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



職員異動表 

退職・転勤された先生方 

 

武市 俊彦  先生  →  杭瀬小学校 

平野 ゆかり 先生  →  難波の梅小学校 

江村 眞理子 先生  →  立花南小学校 

吉田 幸子  先生  →  退職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着任された先生方 

 

土高 信也  先生 

常峰 幸佳  先生   

上城 由衣  先生  

天羽 結香  先生  

栫 采那   先生  

飯田 あかね 先生 

 

 

 

 

 

 

 

☆★お願い★☆ 

 学校の教育活動をよりよく知っていただくため、ＨＰの充実に努めております。

児童の作品や写真等を掲載させていただいておりますが、もしお子さんの作品や写

真の掲載について、不都合のある場合にはあらかじめ担任の方までお知らせいただ

きますようよろしくお願いします。 

 

ホームページアドレス http://www.ama-net.ed.jp/school/e44/ 

（尼崎市立小園小学校 で「検索」） 

http://www.ama-net.ed.jp/school/e44/


 

 

週日課表（平成２８年度） 

 

 

月 火 水 木 金

8:25 職朝 職朝

8:30 朝会・集会

8:45 １校時

9:30 ５分

9:35 ２校時

10:20 ２５分

10:45 ３校時

11:30 ５分

11:35 ４校時

12:20 ４５分 給食指導 給食指導 給食指導 給食指導 給食指導

13:05 ２０分 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み 昼休み
13:25 ２０分 一斉清掃 一斉清掃 一斉清掃 一斉清掃 一斉清掃
13:45 １０分 計算タイム 計算タイム 計算タイム 計算タイム 計算タイム

13:55 ５校時

14:40 全学年終会 １２３終会 １終会 全学年終会 １２終会

14:45 ６校時
委員会
クラブ

15:30 ４５６終会 ２３４５６終会 ３４５６終会

朝　読　書

 
 

☆クラブは５０分（１４：５０～１５：４０）委員会は４５分（１４：５０～１５：３５）とする。 

 

4月の行事予定 
 

7日（木） 着任式　始業式
8日（金） 入学式
11日（月） 身体測定　６年
12日（火） 離任式　給食開始２～６年 身体測定　５年
13日（水） 身体測定　視力・聴力検査　たんぽぽ
14日（木） 心臓検診　１年・４年　　尿検査
15日（金） 参観・懇談 尿検査
18日（月） 身体測定　４年
19日（火） ６年全国学力テスト 身体測定　３年　　内科検診　２年・３年
20日（水） おめでとう集会 身体測定　２年
21日（木） 身体測定　１年
22日（金） 内科検診　４年・５－１・５－２
25日（月） 給食開始　１年 内科検診　５－３・６年・たんぽぽ　　聴力検査　５年　　運動器検診
26日（火） 家庭訪問 聴力検査　３年
27日（水） 家庭訪問 聴力検査　２年　　尿検査
28日（木） 家庭訪問 聴力検査　１年

５月の主な予定
2日（月） 家庭訪問
12日（木） 参観・ＰＴＡ総会
13日（木） 避難訓練  

 

 

 

「定時退勤日」について 

 

兵庫県教育委員会では、平成２５年度よ

り、週１回以上の「教職員定時退勤日」を県

内すべての学校において設定・実施するよ

う、各市町教育委員会に指導がありました。 

「教職員定時退勤日」の実施により、教職員

のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）を実現することで、すべての教職員が

精神的なゆとりを持って、一人一人の児童生

徒に向き合うことのできる環境づくりを進

めることとしています。 

本校では、「月曜日」を定時退勤日として

設定しています。 

（４月は 11,18,25 日が定時退勤日） 


