
 

 

 

 

 

 

 

校長 上村 明人  

 

 ４月５日に６年生が新学期の準備のため、お手伝いに来てくれました。各教室に分かれて、机

や椅子の運搬や掃除など、精力的に働きました。緑小学校の最上級生として、とても立派でした。 

 今年度は、９０名の１年生が入学し、全校児童５７９名での出発です。

子ども達はみんな新しい学年になり、一人ひとりの気持ちが変わり、「新

しいことをしよう。」と考えて、１学期の勉強を始めることと思います。

始業式では、今年の目標として、あいさつをすること、思いやりの心をも

つこと、勉強することについて話しました。子ども達は、これから始まる

生活に対する希望と決意に満ちあふれています。その気持ちを大切にし

て、充実した毎日を過ごせるように、何事にも精一杯取り組んでほしいと思います。 

さて、子ども達の「生きる力」を育てるために、その土台となる豊かな

心と確かな学力を付けることが学校教育の基本です。特に小学校で学習す

る内容は、全ての基盤になるものです。優しい心と健やかな体、そして学

ぶための基礎学力をしっかりと身に付けることができる教育を実現するた

め、全教職員が一丸となって教育活動に取り組んでまいります。そのため

には、学校・家庭・地域が相互に理解を深め合い、子ども達の教育にあた

ることが、大切であると考えております。今年度も保護者・地域の皆様のご支援・ご協力をよろ

しくお願いいたします。 
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《教育目標》 

命を大切にする教育 
わかるまで勉強する教育 
新しい考えでつくりだす教育 
みんなでやることを学ばせる教育 

 ６日（木）着任式，始業式             
交通安全街頭指導（ ）      

７日（金）入学式，給食開始（ ）     
１０日（月）１年下校指導（ ）     

発育測定（ ）       
１１日（火）発育測定（ ）          

市統一学力検査（ ）       
１２日（水）発育測定（ ）                
１３日（木）１年給食開始，発育測定（ ）    
１４日（金）発育測定（ ） 

１７日（月）参観日（５校時），ＰＴＡ総会 

発育測定（ ）  

１８日（火）全国学力・学習状況調査（ ） 

      市統一学力検査（ ） 

      学力検査（ ） 

聴力検査（ ） 
 

１９日（水）内科検診（ ）  

２０日（木）聴力検査（ ），内科検診（ ） 

２１日（金）聴力検査（ ） 

２４日（月）午前授業 

発育測定・聴力検査（ ） 

２５日（火）午前授業，聴力検査（ ） 

２６日（水）内科検診（ ），苫教研 

      自転車教室（ ） 

２７日（木）午前授業，尿検査１次 

      自転車教室（ ） 

２８日（金）午前授業 

２９日（金）昭和の日 

 

【家庭訪問日程】 

      

４月の主な行事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 緑小教職員の紹介 
  

校  長 上村 明人   教  頭 工忠 憲正 
教務主任 椙尾 慶伯   生徒指導部長 松尾 必勝   授業改善推進教員 菊池 宣匡 

 

  １ 年  １組 瀬戸 哲雄  ２組 清水 彩花  ３組 小原 道恵 
  ２ 年  １組 田中 伸明  ２組 土生 祥子  ３組 浜野 理恵 

  ３ 年  １組 金沢由紀子  ２組 鳴海 彩花  ３組 山田まどか 

  ４ 年  １組 森  恵美  ２組 大滝 祐樹 
  ５ 年  １組 阿部 一恵  ２組 片桐  渉  ３組 藤本  拓 

  ６ 年  １組 松浦 敬吾  ２組 久井 秀毅  ３組 北條理英子 

  ひまわり学級  上野由加里 ・ 中屋 裕二 ・ 大西 優香 ・ 伊藤 淑子 ・ 戸叶 勝久 
通級指導教室  大西 亮子  指導工夫改善 海基 朋子  初任者指導 保木千寿子   

養護教諭    羽生  泉  事務職員   加瀨谷順子  公務補   伊藤 政人 

事務補     佐藤 真理  特別支援員  池田 有香  介添員   佐藤 順子 
給食配膳員   菊池 陽子 ・ 山本 真保 

第１児童クラブ  今成みゆき ・ 阿部 美穂 ・ 本間 千晶 

第２児童クラブ  坂田喜久枝 ・ 山崎 尚美 ・ 齋藤美代子 
  

 今年度も，保護者や地域の皆様のご支援よろしくお願いします。 

転入教職員を紹介します 

 お世話になります。よろしくお願いします。 
 
久井 秀毅 先生（沼ノ端小学校より） 
大西 亮子 先生（拓進小学校より） 
羽生  泉 先生（勇払中学校より） 
浜野 理恵 先生（ウトナイ小学校より） 
金沢由紀子 先生（ウトナイ小学校より） 
片桐  渉 先生（平取町立二風谷小学校より） 
大西 優香 先生（新採用） 
伊藤 淑子 先生（期限付採用） 
保木千寿子 先生（初任者指導） 
伊藤 政人 公務補（勇払中学校より） 
池田 有香 支援員（新採用） 
山本 真保 給食配膳員（新採用） 
阿部 美穂 児童支援員（澄川第２クラブより） 
本間 千晶 児童支援員（沼ノ端第１クラブより） 
齋藤美代子 児童支援員（明野第１クラブより） 

 

 

 
お知らせ 

○本校では、個に応じた指導の工夫に努めて
おり、全学年の算数で、指導内容や子ども
の学習状況に応じて、少人数指導を実施し
ます。担任の先生のほかに、主に海基先生、
松尾先生、椙尾先生が入り、授業を進めま
す。 

○緑小学校では、臨時休校等の緊急連絡を一 
斉メールで配信しています。昨年度にご登 

録いただいた方は、学年が自動更新されま 
す。 

 メールアドレスを変更された方は、再度ご
登録をお願いします。 

子ども達の不安や悩みを相談できる北海道 

子ども相談支援センターの相談窓口の紹介です。 

 

子ども相談支援センター 

相談窓口のお知らせ 
いじめや不登校、体罰などの学校教育に関する 

悩み、子育て・しつけなど家庭教育に関する悩み 
など相談してください。 

 

●電話相談 

 ０１２０－３８８２－５６ 
（無料、毎日 24 時間対応 ） 

 

●メール相談 

doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp 

※急ぎの場合は電話相談を利用してください。 

 

●来所相談 
 （10～16時、土日・祝日、年末年始はお休みです。） 

子ども相談支援センター 

 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館８階 

※上記の電話相談で予約してください。 

  

校外生活について 

 子ども達が、安全に生活を送るために、学校
から「生徒指導だより～緑小の子 生活のやく
そく」と「自転車の乗り方」のプリントを配付
しました。 
 学校でも指導を行いますが、ご家庭でも、プ
リントをご覧いただき、ご指導よろしくお願い
します。 
 ○４月の帰宅時刻･･････午後５時３０分 
 ○自転車乗り･･････自転車の点検を行って 

から、ご家庭の判断で。 

 


