
 

 

新年度の始まりにあたって 
 校長 長屋 英人  

希望に胸をふくらませて３４名の１年生が入学し、進級した子どもた

ちとともに、全校児童１７９名で平成３１年度がスタートしました。

保護者の皆様には、お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。 

４月は、どの子も新しい学年のスタートラインの位置にいます｡始業

式の日に登校してきた子どもたちは、元気よく「おはようございます」

とあいさつをしてくれました。それぞれの教室に入った子どもたちは

「今年もがんばるぞ」という表情で目がキラキラと輝いていました。

また、４月５日には、６年生が入学式準備を心を込めて行ってくれました。「手伝いに来ました」

と言って、自分の仕事が終わったら、さらにほかの場所の仕事をしようとしている姿も見られ、

「さすが最高学年だな」と思いました。そうした姿を力強く思うとともに、よいスタートがきれ

たとうれしく思いました。 

 始業式では、「仁木小３本柱『あいさつ』『黙々掃除』『合唱』を伝統として高めていく」「めあ

てをもって自分から行動する」「あきらめずにやり抜く」「人の役に立つ」ことを大事にしてほし

いと話しました。また、入学した新１年生には、「元気よくあいさつや返事をしましょう」「先生

のお話を目と耳と心でしっかりと聞きましょう」「自分でできることは自分でしましょう」と話

しました。 

子どもに惜しみなく愛情を注ぐ教師と、温かく見守ってくださる保護者の皆様、人情あふれる

地域の皆様が、あらゆるところで子どもをしっかりと見つめ、よいことは大いに褒め、だめなこ

とはだめだと教えて、地域ぐるみで子どもの心を育てていきたいと思います。この地に芽吹き、

根を張り始めた子どもたちが、たくましく育ち、将来見事な花を咲かせ、力いっぱいの「みのり」

を見せてくれるよう、学校・家庭・地域がスクラムを組んでいけたらと思います。 

今年１年間、いろいろな形でお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

■今年度の主な変更点等のお知らせ 

◇「コミュニティ・スクール」としてスタートします。 

学校・家庭・地域が一体となって、よりよい教育を実現させていきます。学校には、地域の方・保護者の

代表者による「学校運営協議会」が組織され、学校の教育活動について話し合い、様々な活動に取り組

みます。詳しくは、後日配付される資料をご参照ください。 

◇家庭訪問：職員が「児童の自宅を確認する」程度にします。保護者の同席は求めません。 

◇運動会： 

校区区長会代表、スポーツ振興会代表と協議の上、今年度も「ふれあい運動会」として実施します｡ 

◇持久走大会： 

学習指導要領に示された内容に基づき、「一定時間、自分のペースを見つけて気持ちよく走りきる」こと

を大切にしていきます。したがって、順位やタイムを競い合って自分の力以上を出し切って無理をすること

のないよう、持久走大会は実施しません。持久力を高める運動は、体育の授業や朝マラソンとして実施し

ていきます。 

◇１２月個人懇談：希望制とします。  ※７月個人懇談は、今まで通り全ての児童が対象です。 

仁木小学校の教育目標 「ひろい心をもち 豊かに表現できる子」 
◎目指す学校像「楽しい学校（今日が満足で明日が楽しみな、充実感とわくわく感のある学校）」 

～ 温かく、明るく、元気で、安心・安全だから、(児童が)行きたい、(教職員が)働きたい、 

(保護者が)通わせたいと思える学校 ～ 

み の り 
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＊新しく赴任した職員＊ 

 

 

 

＊転･退職された職員＊ 

 
 
 
 
 

＊職員紹介＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○数字は、何時間目に行うかを示します。 

４月 

 ８日（月） 交通安全の日 着任式 始業式 入学式 

       一斉下校 11:30- 

 ９日（火） 新１年生下校指導 ～１２日（金） 

１０日（水） 命を守る訓練① 

１１日（木） ３年・５年知能検査 

１２日（金） 交通少年団入団式 交通教室⑤ 

１５日（月） 交通安全の日 少年消防クラブ入団式 

一斉下校 15:05- 

１６日（火） 尿検査 委員会 

PTA 実行委員会・各委員会・学級Ｐ・運営委員会 

１７日（水） 高学年･ひまたん歯科検診 

１８日（木） ６年全国学力学習状況調査 

１９日（金） 1 年生を迎える会② 

２３日（火） 低学年歯科検診 

２４日（水） １･４年心電図 委員会 

２５日（木） 全校朝会○朝   

２６日（金） 授業参観 ＰＴＡ総会 学級ＰＴＡ 

       第１回コミュニティ･スクールの会 

２７日（土）～５月６日（月）ＧＷ 

５月 

 ７日（火） 児童の自宅を確認する日 一斉下校 13:30 

 ８日（水） 郡教育研究総会 一斉下校 14:00 

 ９日（木） 児童の自宅を確認する日 一斉下校 13:30 

１１日（土） 第１回資源回収 予備日１２日(日) 

１３日（月） 一斉下校 15:05 

１４日（火） 体力テスト 

１５日（水） 交通安全の日 クラブ⑥ 

       １～３年ひまたん内科検診 

１６日（木） 眼科検診 体力テスト予備日 

１７日（金） ４～６年内科検診 

２０日（月） 一斉下校 14:40 

２２日（水） 委員会⑥ 

２７日（月） 一斉下校 15:05- 

２９日（水） クラブ⑤⑥ 

３０日（木） 全校朝会○朝  

３１日（金） 命を守る訓練② 

 

4/ 8（月） １年生学級委員決定 
      ２～５年学級委員立候補文書配付 
4/10（水） ２～５年学級委員立候補締切 

立候補者打ち合わせ
4/16（火） 実行委員会  

第１回各委員会
学級ＰＴＡ活動計画
第１回運営委員会

4/19（金） ＰＴＡ総会資料確認
4/25（木） ＰＴＡ総会資料製本
4/26（金） ＰＴＡ総会・学級懇談会 
      第１回 の会 

■堀口美穂子（岐阜市立長森南小学校より） 

■大橋 明美（海津市立東江小学校より） 

■大平 友香（新規採用） 

今年度の主な行事（６月以降） 
６/ ４（火） 授業参観 

６/２８（金） 桐の響きを楽しむ会 

７/ ５（金） 授業参観 地区集会 心肺蘇生法 

 ７/１９（金） １学期終業式 

 ７/２３（火）～２６（金） 個人懇談 

 ７/３１（水）～８/２（金） 鹿児島研修 

 ８/１３（火）～１６（金） 学校閉庁日 

 ８/２８（水） ２学期始業式 

 ９/ ７（土） PTA 奉仕作業 予備日８日（日） 

 ９/２１（土） 校区ふれあい運動会 予備日２２、２３日 

 ９/２４（火） 振替休業日 

１０/１８（金）～１９（土） ５年宿泊研修 

１０/３０（水） 町音楽会 

１１/ ９（土） 仁木小コミュニティ・スクールフェスタ 

１１/３０（土） 第２回資源回収 予備日 12/1(日) 

１２/１８（水）～２０（金） 個人懇談（希望制） 

１２/２６（木） ２学期終業式 

 １/ ７（火） ３学期始業式 

 ２/ ５（水） 新１年生入学説明会 

 ２/ ７（金） 授業参観 学級懇談会 

 ３/ ４（水） ありがとうの会 

 ３/２５（水） 卒業式 

 ３/２６（木） ３学期終業式 修了式 離任式 

校 長    長屋 英人 
教 頭    渡邊 秀樹    
教務主任    加納 隆生 
１の１    近藤沙耶香 
２の１    栗山 哲治（生徒指導主事） 
３の１    堀口美穂子 
４の１    堀井  薫 
５の１    安田奈保美 
６の１    室井みなみ 
ひまわり   森島 康雄（保健主事） 
たんぽぽ   大橋 明美 
ひばり    若野美加子（ ） 
養護助教諭  大平 友香   
栄養教諭   中西由香里 
事 務    堀 千恵美 
町常勤講師  豊永  幸 
県指導員   金森登美子･河合佐和子･山中美咲 
町支援員   五十嵐和子･坂口裕子･棚橋麗燕 

棚橋 純子 
学校司書   髙木 清江 
校務員    田中 町子 

■神戸  泉（海津市立海西小学校へ）新任教頭 

■早水 真美（大垣市立興文小学校へ） 

■信岡 幸宏（笠松町立下羽栗小学校へ）新規採用 

■古川 紗永（退職） 


