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先日は、散り終えた桜から芽生えた青葉を吹き渡る突風が、校門前の白モクレンの花までも散らかし
ました。今、子供たちは、目にしむような色鮮やかな黄に染まる菜の花畑を見ながら登校しています。
8 日には、感染症対策を講じながら 29 名の新入生と保護者の皆様、そして在校生が参加しての
を執り行うことができました。
◆◆◆

23 人の教職員 179 人の子供たち そして地域の方と共に 開幕ダッシュ！◆◆◆

◇校長
北内 範男 （2 年目）
◇教頭
白木 久子 （勝山市教委より着任）
◇教務主任 横山由紀子 （7 年目）ＰＴＡ庶務
◇1 年担任 河合かずき （3 年目）福祉・JRC 担当
◇2 年担任 安達 有里 （2 年目）道徳主任 学校図書館担当
◇3 年担任 宮川 晴美 （4 年目）ESD 担当
◇4 年担任 林
裕美 （3 年目）研究主任 音楽主任
【会議室に掲げられている額】
◇5 年担任 廣瀬 健介 （2 年目）体育主任 視聴覚担当
◇6 年担任 古家 博美 （7 年目）保健主事 特別活動主任
◇ひまわり 田原 彦也 （勝山中部中学校より着任） 生徒指導主事 人権教育担当
◇くりのみ 石黒あすか （6 年目）特別支援教育ｺｰﾃﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 給食主任
◇ＴＴ指導 山口 政則 （勝山中部中学校より着任） 理科・算数担当
◇養護教諭 森
祐子 （3 年目）教育相談担当
「花笑む」
◇事務職員 前田 千昭 （成器西小学校より着任）
白モクレン
◇栄養職員 川端 夕渚 （2 年目）
◇通級指導 矢戸
朔 （三室小より着任）
◇特別支援支援員 前川菜津子（2 年目） 学校運営支援員と兼務
◇学校生活支援員 熊澤
瞳（5 年目） 学校運営支援員と兼務
【校門の白モクレン】
◇学校生活支援員 平野 恵子（1 年目）
油絵の具を流し
◇給食調理員
中村 純子（成器南小学校より着任）
込んだような黄
野邊ひろみ（2 年目）
一色の菜の花
嶋田 愛日（3 年目）
◇施設員
尾崎 康浩（3 年目）
①プラス思考と「しろきくばり・

新任の教職員の方にお尋ねしました！
① モットーは？
② 好きなことは？
③ 村岡小学校の子供たちが「こんな子であればい
いな」と願うことは？

ひさこころくばり！」
②スポーツ観戦・スイーツ探索

ライブ参戦（？！）
③誰とでも楽しく活動して互いのいい

教頭 白木久子 先生
①心機一転！

①どんなときも「ありがとう」の

②「黒子のバスケ」などスポーツ

マンガを見ること
③どんな時でも、となりの子と
笑顔でほほえみ合える子
ＴＴ指導 山口政則 先生

所をたくさん見つける子

気持ちを忘れない
０

②サッカーをしたり、観たりする

こと
③相手の気持ちに寄り添える子

ひまわり学級 田原彦也 先生

①今日できることを明日にのばさ

ない！
②森林浴
③植物を愛でるやさしい心を持
っている子
事務職員 前田千昭 さん

①みんながつられるような笑顔で

あいさつをする！
②アニメや仮面ライダーを観るこ
と
③元気いっぱいやさしい子
通級指導 矢戸 朔 先生

①「情けはひとのためにならず」

①「今日よりぞ 幼心を うち捨てて

自分がされて嫌なことはしない

人となりにし

②ひたむきに取り組んでいる人を

見ること
③何事にも一生懸命頑張れる子
学校生活支援員 平野恵子 さん

今年も

私たちが

０

道を踏めかし」

②景色のよい温泉につかること
③丈夫な体になる子

読み書き、算盤を大切にする子

給食調理員

中村純子 さん

めざす『学校教育目標』です！

．．．
人が伸びる「ねっこ」を育てる

．．
．．
～ 自分たちの手で 自分たちの学びをつくる子の育成 ～
これからの教育には「主体的で、対話的な、深い学び」が求められています。本校は、教師主導の教
育から子供主体の自律的な学習を通して、自立（自律）の「ねっこ」を育みます。自分たちで考え、協
働しながら、地域社会に関わろうとする子供たちの育成を目指します。
．．．．．
【こんなむろこっ子であれば･･･】

．．
【こんな学校であれば･･･】
―――――――――――――――

―――――――――――――

→子供と協働します！

→心のオアシス！

→いろんなことを大切にする
★ 楽しむ学校
→いろんなことを面白がる
★ 元気な学校
→いろんなことにチャレンジ

―――――――――――――
○ 自ら学び続けながら

☆ よい返事はあいさつから

★ 美しい学校

．．
【こんな先生であれば･･･】

☆ 明るい笑顔ファースト
．．．．．
→笑顔は伝染する？

○ 使命感を持って

☆ 美しい姿勢（心も体も）
．．．．．．．
→おもてなしの心！

○ 専門性を生かして

→子供に寄り添います！
→授業を本命とします！

ハレの入学式！ 新入生 29 名が校門（村岡校）をくぐる！
新
入
生
の
入
場

【6 年生が手をつないで案内】

【背筋を伸ばして足はぴったん】

【こんな子になってほしいな】

誓
い
の
言
葉

歓
迎
の
言
葉
【6 年生から入学の祝福を！】

入
学
式
の
開
式

【1 年生からお願いのあいさつ】

【担任の河合先生と初対面！】

四
つ
の
お
願
い
教
室
で
先
生
と

