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西小の合言葉

早寝 早起き 朝ごはん 笑顔で挨拶
学校教育目標 ○剛く（ひとりだちの心） ○正しく（めあてに向かう心） ○優しく（思いやる心）

苫小牧西小学校長 大 年 智 二
４月１日に新元号の発表があり、「令和」に決まりました。まもなく平成の時代が終わる寂しさと、新たな
時代が始まる期待感とが入り交じり、複雑な思いがします。
さて、過日、着任式と始業式が行われ、平成３１年度の教育活動が始まりました。３月には多くの教職員が
離任しましたが、代わって新たに１４名が加わり、４０名の体制となります。今年度は、昨年度にはなかった
外国語専科教員、特別支援教育支援員、学力向上非常勤講師が配置され、昨年度よりも充実した学習指導等が
期待されます。
また、始業式では子どもたちに次のような話をしました。
１つ目は、「出会い」を大切にして欲しいということ。先に書いた通り、多くの教職員を迎えました。始業
式と同時に学級担任が替わった学級もたくさんあります。保護者、児童とも慣れ親しんだ学級担任から離れ、
戸惑いや不安もあるかとは思いますが、新たな出会いから得ること、学ぶこともたくさんあるはずです。新２
年生から新６年生は学年が１つ上がることや新一年生を迎えることで、心機一転、新たな気持ちで新年度のス
タートを切って欲しいと願っています。
２つめは、「挑戦（Challenge）」の一年にして欲しいということ。日米で大活躍し、先日引退を表明したベ
ースボールプレーヤーのイチロー選手が引退記者会見で「辛いこと、しんどいことから逃げたいと思うのは当
然のことではあるが、エネルギーのある元気なときにそれに立ち向かっていくことは人としてすごく重要なこ
となのではないかなと感じています」と語っていました。
挑戦することによって、自分を変えることができたり、できなかったことができるようになったりします。
また、自分に自信が持てるようになったりもします。
４月、子どもたちは新たな目標を持ち、その実現に向けて頑張ろうとしています。その実現に向けての「挑
戦（Challenge）」に力強い後押しをお願いいたします。
子どもたちのすこやかな成長のために、教職員も一丸となって日々の指導の充実に努めていきたいと思って
います。また、保護者・地域の皆様とは昨年度以上に連携を密にしていきたいと考えておりますので、今年度
もより一層のご支援とご協力をお願い申し上げ、年度始めの挨拶といたします。
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藤井 和世（放課後児童クラブ指導員）

このたびの異動で着任しました。久々の小学校勤務
で緊張と期待でいっぱいです。早く子どもたち一人一
人のよさを見つけ、伸ばしていけるよう支えていきま
すので、保護者の皆様、地域の皆様、どうぞよろしく
お願いいたします。

北光児童クラブから異動してきました。西小は娘の母
校なのでとても懐かしいです。子どもたちが安心して過
ごせるように努力したいと思います。よろしくお願いい
たします。

松田 寿子（放課後児童クラブ指導員）
荒井 明日香（２年１組担任）
２年生の担任をさせていただくことになりました
荒井明日香と申します。子どもたちの学び合いを大切
にし、一人一人が安心して、学校で過ごせるように力
を尽くしていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

大成児童クラブより異動してきました。一日も早く慣
れ頑張りたいと思っています。保護者の皆様、地域の皆
様どうぞよろしくお願いいたします。

★★今年度、西小に新たに配置★★
上村 智美（特別支援教育支援員）

福田 さやか（３年１組担任）
西小の元気な子どもたちとの新しい出会いにワクワ
クしています。一日も早く子どもたちと仲良くなれる
ように精一杯がんばります。よろしくお願いします。

支援員として１年ぶりに西小学校で過ごすことにな
りました。どの学年のお友だちともお互いを思いやり楽
しく遊び、勉強しあえる西小の子どもたちはすばらしい
と思います。すてきな子どもたちと学校生活を送れるこ
とを楽しみにしています。よろしくお願いします。

對馬 英利（たんぽぽ学級担任）
西小の明るく元気な子どもたちとの、新しい出会いを
とても楽しみにしてきました。子どもたちに学びつつ、
共に歩んでいけるよう、頑張っていきたいと思います。
子どもたちと、笑顔いっぱいの思い出をたくさん作っ
ていきたいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

●通常学級でＴＴ指導を行い、特別な支援を必要とする
児童をサポートします。

畠山 健 （外国語専科）
●苫東小を本務校として、若草小と苫西小にも兼務し、
３～６年生のすべての外国語授業を担当します。

後藤 清美（養護教諭）
このたび、ご縁があり西小学校にお世話になること
になりました。苫小牧市に勤務するのは初めてで緊張
して学校に来ましたが、明るく素直な子どもたちと出
会い、ほっとした気持ちになりました。子どもたちが
健康に過ごせるようにがんばります。今後、何かとお
世話になると思いますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

吉田 亜紀（介添員）
３月まで看護師として病院で働いていました。学校
という職場で働く機会を頂き自分でも少し驚いていま
すが、新たな機会を頂けたことに感謝し楽しみでもあ
ります。毎日明るく楽しく、安全に生活できるようお
手伝いさせて頂けたらと思います。よろしくお願いい
たします。

文字 沙未（介添員）
初めての事ばかりで、わからない事もわからない状
態です。１日も早く皆さんの名前を覚えて、楽しく元
気に一緒に過ごせるようにがんばりたいと思っていま
す。どうぞ、よろしくお願いします。

小林 優 （学力向上非常勤講師）
●基礎学力の向上と教科指導においてきめ細かな指
導の充実を図るために、
・ ・ 年の算数の少人数指
導やＴＴ指導を行います。
※まだ、着任されていない教職員の挨拶は後日。

４月５日、平成３１年度の始業式が行われま
した。２２０名の児童と４０名の教職員で、苫
小牧西小学校の新たなスタートです。
１年間よろしくお願い致します。

今年度も「悪天候による臨時休業」
「不審者警戒による一斉下校」
「インフルエンザによる学級閉鎖」
「特定学年の
連絡」など、緊急な場面や急ぎの連絡などで「市内一斉メール配信システム」の活用いたします。
まだ登録されていないご家庭、スマホの買い換え等によりメールアドレスを変更したご家庭は、是非、新学期が
始まるこの機会に、登録又は再登録をお願いします。登録の希望を担任に伝えて下されば、教頭より「登録方法説
明のプリント」を、お子さんを通してお渡しします。

※電話連絡では、タイムリーに連絡がつきづらい場合がありますので、ぜひ、ご登録をお願いします！

４月行事予定
５日（金）

Ｃ日課 定点指導 着任式・始業式
2－6 年調査票配布

６日（土）
７日（日）
８日（月）
９日（火）
10 日（水）
11 日（木）
12 日（金）
13 日（土）

統一地方選挙(知事・道議)
定点指導 聴力検査(2･5 年) 給食開始
入学式(13:30-14:00) 下校(14:15 過ぎ)
聴力検査(2･5 年) 1 年生調査票配布
Ｂ日課 定点指導 聴力検査(3 年)
1 年生2 時間授業+下校指導
ＰＴＡ役員会(18:00)
1 年生2 時間授業+下校指導
二計測･視力検査(6 年) 2－6 年調査票〆切
Ｂ日課 1 年生3 時間授業+下校指導
市統一学力検査(6年) 二計測･視力検査(5年)
1 年生調査票〆切
1 年生4 時間授業+給食開始
二計測･視力検査(4 年) 歩行指導(すみれ･1 年)
Ｂ日課 2 時間授業 参観日(9:05)
ＰＴＡ総会･学校説明会(10:05)
学級懇談(11:05)

14 日（日）
15 日（月）
16 日（火）

Ｂ日課 全国学力･学習状況調査(6 年)
18 日（木） 市統一学力検査(4－5 年) 学力検査(3 年)
二計測･視力検査(3 年)
19 日（金） 児童会認証式 二計測･視力検査(1 年)
20 日（土）
21 日（日） 統一地方選挙(市議)
22 日（月）

1 年生5 時間授業開始
二計測･視力検査(すみれ･たんぽぽ)

23 日（火） Ｂ日課 知能検査(3･5 年) 聴力検査(1 年)
24 日（水） 苫教研Ｓ 聴力検査(すみれ･たんぽぽ)
25 日（木） Ｂ日課 児童会② 自転車教室(2･４年)
26 日（金）
27 日（土）

振替休業日
Ｂ日課 児童会① 二計測･視力検査(3 年)
内科健診(すみれ･1･2･6 年)

17 日（水） 尿検査(1 次) 全員遊び

28 日（日）
29 日（月）

昭和の日

30 日（火）

祝 日

