
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）～

「スタートにあたって」
校長 谷川 充穂

今年の雪解けは早く、校舎を囲むように植え

られている櫻の木も心なしか色づいてきた気が

いたします。校門の前に立っていますと、「おは

ようございます。」という元気な声と共に、「新

しい校長先生ですか。」と、訪ねる声がありまし

た。また、初対面の大人から声を掛けられ、戸

惑いながら挨拶する子もおりました。楽しいひ

とときを過ごさせてもらいました。

着任式では６年生代表が、「明野小学校の児童

は、明るく元気な挨拶の子が多いです。校舎の

周りには櫻の木が囲み、上空から見ると、錨の

形をしています。わからないことがあったら、

何でもぼくたちに聞いてください。」と挨拶して

くれました。始業式の前日は、６年生が登校し、

新１年生のために教室の飾り付けやら、清掃活

動やらと、大活躍してくれました。何とも頼も

しく感じました。

始業式では、どの子の表情からも進級した喜

びがうかがえましたし、新しい友だちや先生と

の出会いを力にやる気満々の様子でした。特に、

最上級生となった６年生からは、学校の牽引役

としての気概や力強さを感じ取ることができま

した。

夢と希望に満ちた新学期のスタートにあたり、

始業式の中で「学びのキーワード『元気』『本気』

『根気』『勇気』の４つの『気』を覚えましょう。」

と訴えました。子供たちの健全な成長のために

はこの４つの『気』を充実させることが大切で

す。この１年、これを合い言葉に全力で教育活

動に取り組んでいく決意を新たにしているとこ

ろです。

４月８日には６５名の新１年生が加わり、平

成２７年度は１５学級３７８名の子どもたちで

スタートいたしました。かけがえのないお子様

をお預かりした責任を全うすべく、担任共々気

が引き締まる思いです。学校生活では、子ども

達は教科の勉強をし、様々な学校行事を通し、

あるいは子ども同士の人間関係などの様々な諍

いを乗り越える体験を通して心身共に成長して

いきます。何か心配なことがありましたら遠

慮なく担任に相談してください。

児童の健全育成は、学校教育だけでは為し得

ません。今年度もまた、保護者や地域の皆様方

からのご支援・ご協力をお願いしながら、「子ど

もにとっては楽しく喜びのある学校」、「保護者

と地域の皆様からは信頼される学校」の実現を、

そして、本校の教育目標である

１ 進んで学ぶ子（知）

２ 思いやりの心をもつ子（徳）

３ じょうぶな体をつくる子（体）
の具現化を目指します。

「すべては子ども達のために」という本校の

基本姿勢は揺らぎません。全職員で全校児童を

大切に育んで参りますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。

＜平成２７年度 学級担任、担当等＞

校長 谷川 充穂 教頭 髙橋 慎治

１年１組 石川 明子 ２組 内村 剛

２年１組 中島有希絵 ２組 髙橋 清子

３年１組 井上 香苗 ２組 本居 真子

４年１組 中島 美郁 ２組 今 健人

５年１組 長田 拓生 ２組 青山ありさ

６年１組 中澤 寿人 ２組 南舘 進

スマイル 香田 裕之 西 香寿巳

前川 幸子 細川 和則

担任外 上野 英博(教務主任) 竹嶋 陽香(少人数指導)

油本 豊(指導力向上) 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 福井 克男 事務補 松浦美代子

児童クラブ 長谷川恵里 斉藤美代子

江口美香子 佐藤 陽

給食配膳員 三浦 千鶴 (代替)小西 洋子
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明野小に来られた先生方より
◇谷川 充穂 校長

このたび苫小牧市立勇払小学校より参り

ました谷川充穂です。どうぞよろしくお願

いします。

◇髙橋 慎治 教頭
この度、啓北中学校山なみ分校から参り

ました。明野小学校の子どもたちと触れ合

えることを大変うれしく感じています。子

どもたち一人一人が毎日、瞳を輝かせ、明

るく、元気に学校生活を過ごすことができ

るよう、精一杯努めて参りたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

◇髙橋 清子 教諭
この度清水小学校から参りました高橋清

子です。２年２組の担任をさせていただき

ます。ドッチボールと読書が好きです。子

どもたちと楽しく遊んだり、本を使った勉

強をしたりしたいと思っています。また、

図書の担当として、図書ボランティアの方

々といっしょに明野小の子どもたちが利用

しやすい図書室づくりに努めていきたいと

思っています。どうぞよろしくお願いしま

す。

◇本居 真子 教諭
この度、むかわ町立穂別小学校から参り

ました。苫小牧生まれの苫小牧育ちなので、

地元に戻ってくる事ができ、とても嬉しく

思っています。子どもたちの健やかな成長

のため、精一杯頑張りますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

◇中島 美郁 教諭
このたび苫小牧西小学校より参りました

中島美郁です。4年1組の担任をします。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。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。

◇長田 拓生 教諭
厚真中央小学校より参りました、長田拓

生です。厚真町の学校は1４0名ほどの小さ

い学校でしたので、明野小学校では、たく

さんの子どもたちとふれ合えることを楽し

みにしていました。この度、５年1組の担

任となりました。スポーツが大好きな41歳

です。どうぞよろしくお願いいたします。

◇竹嶋 陽香 教諭
初めまして。屋上からスカイツリーが見

えるさいたま市立大東小学校から赴任して

きました竹嶋陽香と申します。北海道や明

野小学校に１日も早く慣れるように頑張り

ます。３年生以上の算数を担当します。明

野小学校の子どもたちと勉強できるのを楽

しみにしています。どうぞよろしくお願い

いたします。

◇福井 克男 公務補
糸井小学校から来ました公務補の福井克

男です。８年ぶりに明野小学校に戻ってき

ました。校舎内外が変わっていないのでホ

ッとしています。これからもよろしくお願

いします。

◇松浦 美代子 事務補
この度、若草小学校からお世話になるこ

とになりました事務補の松浦美代子と申し

ます。まだまだ戸惑いの毎日ですが、一日

も早く明野小学校に慣れて、一生懸命頑張

りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致

します。

◇佐藤 陽 児童クラブ指導員
始めまして、児童クラブの佐藤 陽です。

子供たちと仲良く、楽しく向き合い、日々

の成長を見守っ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。

４月の行事予定
7火 着任式 始業式 街頭指導（～ 10日）
8水 入学式 給食開始、視力検査(6年）
9木 前期児童委員選出（～ 10日）

視力検査(4年） スマイル学級歓迎会
10金 視力･聴力検査(5年)

交通安全教室(2年)
13月 児童委員会 視力・聴力検査(3年)
14火 ３計測(1 ～ 3 年) 市統一学力調査(6 年)

１年生給食開始
15水 ３計測(4～ 6年)
16木 午前日課（苫教研総会）

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

ＰＴＡ総会
20月 家庭訪問 聴力検査(2年)

交通安全教室(5･6年)
21火 家庭訪問 全国学力・学習状況調査(6 年)

市統一学力調査(4･5 年) 聴力検査(1 年)
22水 家庭訪問 交通安全指導(3･4年)

視力検査(1年)
27月 家庭訪問 任命式
28水 家庭訪問
30水 家庭訪問




