
 
 
 
 
 

 
  桜とモクレンの花がすっかりと散り、村岡山の新緑が映えつつあります。正しく「花笑み」から「山 
笑う」頃となりました。8 日の入学式には、元気でピカピカと輝く 29 人の新入生を迎えることができ 
ました。 

昨年度に引き続き、「自らを磨き、自ら求め、自ら学ぶ心がけ」の自琢の精神をもとに、次の『学校教

育目標』の達成に邁進してまいります！ 

◆◆◆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      
◇事務職員 前田 千昭 （成器西小学校より着任） 
◇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） 
◇給食調理員   中村 純子（成器南小学校より着任） 
         野邊ひろみ（2 年目） 

  嶋田 愛日（3 年目） 
◇施設員     尾崎 康浩（3 年目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自琢「じたく」 

勝山市立村岡小学校 学校だより 

地域回覧版       第 1 号

令和 3 年 4 月 22 日 発行 
五弁の桜 

ﾕﾈｽｺ･ｽｸｰﾙ 

       ①どんなときも「ありがとう」の

気持ちを忘れない！ 

  ０  ②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 心機一転！ 

       ② 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 

      ① プラス思考と「しろきくばり・ 
ひさこころくばり！」 

      ② 誰とでも楽しく活動して互いの 
いい所をたくさん見つける子 

教頭 白木久子 先生 

着任された教職員の方にお尋ねしました！ 

① モットーは？ 

② 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？ 

「花笑む」 
白モクレン 

油絵の具を流し

込んだような黄

一色の菜の花 

【学校教育目標】 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 ～ 



 
 
 
再び本校に勤務できたこと感慨の心境です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
【1年生 配膳活動始まる！】 

 小学校での初めての給食開始から4

日目。ご飯や汁物、副菜などの配膳風

景です。慣れない手つきですが、てい

ねいにこなしていました。 

 
【1年生 他学年と楽しく交流！】 

 「1年生を迎える会」を 21 日、全校

児童が参加して行いました。色別で 

ゲームをして笑顔ありの和やかなひ

と時でした。 

 
【どれくらい伸びたかな？】 

年度初めの保健行事として 16 日、

身体計測を実施しました。身長、体重

測定では身体の成長ぶりを、測定値か

ら実感できました。 

・ 3 日(月)  祝日「憲法記念日」 
・ 4 日(火)  祝日「みどりの日」 
・ 5 日(水)  祝日「こどもの日」 
・ 9 日(日)  資源回収（中止 代替案を検討） 

・10 日(月) 委員会  

・11 日(火) 内科検診（3，6 年） 
・12 日(水) 全校朝礼 
・13 日(火) 眼科検診（全員） 

・17 日(月) クラブ活動（第 1 回目） 
・18 日(火) 内科検診（2，4 年） 

・19 日(水) 委員会（運動会の準備） 

      歯科検診（3，6 年） 
・20 日(木) 児童会運動会(21 日：予備日) 
・24 日(月) クラブ 

・25 日(火) 内科検診（1，5 年） 

・27 日(木) 全国学力・学習状況調査(～28) 
      6 年出前授業（選挙） 

・28 日(金) 耳鼻科検診（2 年） 
      1 年校外学習（六呂師） 

・31 日(月) 前期児童総会 
      体力テスト（6/2：予備日） 

5 月の行事予定 

今年度は、PTA 総会を 19 日に通常通り開催いたしまし

た。新役員の皆様の紹介をします。新学年委員さんも会わせ

て、1 年間よろしくお願いいたします。 
会 長：鷲田資博(5 年)   
副会長：片村千夏（6 年） 玉木雅幸（5 年） 

斎藤ななえ(4 年）  宇野雅博（3 年）   
監 事：小塩由美（6 年） 上山喜員（5 年）  
顧 問：竹原康裕（6 年）       【敬称略】 

新ＰＴＡ役員の紹介 

       ① 今日できることを明日にのば

さない！ 

 ② 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 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」

自分がされて嫌なことはしない 

 ② 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 

       ① 「今日よりぞ 幼心を うち捨てて 

人となりにし 道を踏めかし」 

  ０  ② 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 

給
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の
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始 
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測 
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新入生 29 名の ハレの入学式！  

6 年生の手にひかれて愛らしく 
く入場。背筋のピンとした美 
しい姿です。 
 しっかりとした代表の言葉 
でした。担任の先生とも初対 
面しました。 
 

 
 
 
 
 


