
出会い ふれ合い 学び合い 心が通う明野小 苫小牧市立明野小学校

学びのキーワード～元気（げんき）・本気（ほんき）・根気（こんき）・勇気（ゆうき）～

「未来社会を築く明野の子」
校長 岡 部 吉 則

ランドセルがとても大きく見える５８名の

新１年生を迎え、３８８名の子どもたちと２

６名の職員で平成２６年度がスタートいたし

ました。始業式・入学式に見せた子どもたち

の表情からうかがえるのは、進級した喜びや

入学した喜びでありました。特に、最上級生

となった６年生からは、学校の牽引役として

の力強さを感じ取ることができました。

さて、始業式の中で、今年１年間がんばって

ほしいこととして、①一生懸命学習すること

（知）、②友だちと仲良くすごすこと（徳）、

③スポーツや遊びでおもいっきり体を動かす

こと（体）の三つを話しました。①ついては、

もしかしたら「自分には難しいな」と考えた

子がいるかもしれません。しかし、一生懸命

考え抜いて問題が解けたり、真剣に何度も練

習して物事が上手にできたりした体験はどの

子ももっています。そして、このことが更な

る意欲や向上心につながります。成功感や達

成感を味わいながら〝学びを広げられる子〟

に育ってほしいと願います。②について、良

好な人間関係を築くにはあいさつを欠くこと

はできません。あいさつは心と心をつなぐキ

ャッチボールともいえます。友だちや顔見知

りの方と会ったときなどに、自然な形であい

さつができる子は温かい気持ちで人と接する

ことができます。困ったり悩んだりしている

友だちにも優しい声をかけられる〝思いやり

あふれる子〟に育ってほしいと願います。③

については、スポーツや遊びを通じて個々に

見合った体力を身につけることです。体力は

人間の活動の源であり、健康を維持していく

他に意欲や気力など精神面の充実に深くかか

わりをもちます。集中して取り組むことで心

身ともに鍛えられ、〝たくましさみなぎる子

〟に育ってほしいと願います。

「未来社会を築く明野の子」のために、保護

者や地域の皆様の忌憚のないご意見・ご要望

等をいただきながら、家庭・地域・学校の連

携・協力のもと明野小の教育のさらなる充実

発展を図って参りたいと考えております。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

平成２６年度 学級担任、担当等

校長 岡部 吉則 教頭 知野 哲

１年 １組 中島有希絵 ２組 小野満紀子

２年 １組 野呂ひとみ ２組 青山ありさ

３年 １組 田中 洋一 ２組 今 健人

４年 １組 富塚 益美 ２組 石川 明子

５年 １組 中澤 寿人 ２組 南舘 進

６年 １組 井上 香苗 ２組 内村 剛

スマイル 香田 裕之 前川 幸子

西 香寿巳 細川 和則

担任外 上野 英博(教務主任)

油本 豊(指導力向上)

秋葉 英子(教育支援員)

佐藤 一美（英語 :外部人材）

養護教諭 大石 博子

事務職員 松林 正範

公務補 田畑 博

事務補 相澤 綾

児童クラブ 栗山 美幸 斉藤美代子

長谷川恵里

給食配膳員 三浦 千鶴 (代替)小西 洋子

学校評議員 鈴木 俊文 様

奈良みや子 様

佐藤 和弘 様
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明野小に来られた先生方より
◇中澤 寿人 教諭

このたび苫小牧市立若草小学校より参りま

した中澤寿人です。前任校では 6 年間勤務し

ようやく若草小学校を卒業したところです

が、今度は明野小学校に入学となります。ピ

カピカの明野小 1 年生としてはりきっていま

す。どうぞよろしくお願いします。

◇石川 明子 教諭
市内泉野小学校から参りました石川明子と

申します。名前の通り明るい声がトレードマ

ークです。ご縁があってきれいな明るい校舎

の明野小学校で、明るく元気な子供たちと共

に過ごすことになりました。保護者の皆様、

地域の皆様、どうぞよろしくお願いします。

◇南舘 進 教諭
きれいな町並みと、大きな樽前山が見える

このすばらしい環境で、この度、お世話にな

ることになりました。保護者の皆様、そして、

地域の方々と一緒に、子供たちの教育に努力

して参ります。どうぞ、よろしくお願いいた

します。

◇細川 和則 教諭
ししゃもの町むかわから、この度明野小学

校に赴任することになりました。全児童２０

名あまりの学校から４００名近くの学校と言

うことで、環境が大きく変わり戸惑いもあり

ますが、たくさんの新しい出会いがあること

を大変楽しみにしています。どうぞよろしく

お願いします。

◇小野満紀子 教諭
市内若草小学校から転勤して参りました小

野満紀子と申します。１年２組を担任します。

一日も早く明野小学校に慣れて子供たちと仲

良くしていきたいと思っています。桜のきれ

いな学校と聞いています。子供たちと一緒に

花見ができたらと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。

◇油本 豊 教諭
泉野小学校で定年退職を迎え、この４月か

ら再任用で巡回教育指導教諭として、週３回

(月・水・木)勤務することになりました。直

接、子供たちとの「授業」はもちませんが趣

味の「切り紙」を通して、子供たちと仲良し

になれたらと思います。宜しくお願いします。

◇秋葉 英子 特別支援教育支援員
豊川小学校より参りました秋葉英子です。

明るく挨拶を交わすことで、児童とつながり

をもち、日々過ごすよう心がけます。また、

他教職員と力を合わせ、お子さんの健やかな

成長を支えるよう努めます。よろしくお願い

します。

◇斉藤美代子 児童クラブ指導員
児童クラブの斉藤美代子です。明野小学校

でたくさんのよい物、良いことを発見してお

子さんの成長を見守っていきたいと願ってい

ます。よろしくお願いいたします。

◇長谷川恵里 児童クラブ指導員
今年度からサクラ学級の指導員として入る

ことになりました。今年の３月に大学を卒業

したばかりで緊張していますが、子供たちが

楽しく過ごせる環境をつくり、子供たちも私

自身も充実した毎日を送られるよう頑張って

いきたいと思います。よろしくお願いします。

◇三浦 千鶴 配膳員
はじめまして。給食配膳員の三浦千鶴です。

市内の小学校に６年生と１年生の女の子供が

います。皆さんの給食がスムーズに配膳でき

るように頑張りますのでよろしくお願いしま

す。もし、街で見かけて声をかけてくれた嬉

しいです。

４月の行事予定
8火 ２年以上給食開始、視力検査６年
9水 前期児童委員選出（～ 10日）

視力検査４年
10木 交通安全教室２年

３計測 ４，５，６年
11金 １年給食開始

視力・聴力検査５年
12土
13日
14月 児童委員会①、３計測１、２、３年

交通安全教室５，６年
15火 視力・聴力検査３年、交通安全教室１年
16水 午前日課（苫教研総会）

視力検査２年、任命式
スマイル学級説明会

17木 校内学力検査、尿検査容器配付
18金 尿１次検査提出日、家庭訪問①
19土 登校日、全校参観日(２時間授業）

ＰＴＡ総会
20日
21月 振替休業
22火 家庭訪問②

聴力検査２年、市統一学力調査(4,5年)
６年全国学力調査

23水 家庭訪問③
24木 視力検査 1年、家庭訪問④
25金 家庭訪問⑤、交通安全教室 3,4年

聴力検査 1年
寄生虫卵検査配付 1 ， 2 ， 3年

26土
27日
28月 家庭訪問⑥
29火 祝日 昭和の日
30水 家庭訪問⑦、 避難訓練

聴力再検 1235年




