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苫小牧西小学校	 校長	 萬	 宮	 人	 見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「ぴかぴかの体育館」に 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「ぴかぴかの１年生」が 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 集まりました。 
	 	 新１年生３３名は、ちょっぴり緊張したようすで 
	 したが、立派な態度で入学式に参加することができ 
	 ました。１日も早く学校生活に慣れて、みんなで仲 
	 良く勉強したり遊んだりしてほしいと思います 
 
 
 
 
 

 
 
 

平成２６年度	 西小の合言葉 
早寝   早起き   朝ごはん   さわやか挨拶  

	 子供たちはこれからの日本の国を背負う国の宝だとよく言われます。でも日本の国自体が多くの問題を抱
え、国外においても近隣国との軋轢や諸外国との外交等多くの問題があり、そして子供たちの身近なところに

もたくさんの問題があります。これらの問題は簡単に解決するものもあれば、長い時間をかけて解決していか

ねばならないものもあります。それゆえ丈夫な体の育成や自主的に学ぶ気持ち、日本人としての自負や国際人

としての認識等の現代を生きる力を持った子供たちを育てていくことがこれからの課題といえます。「生きる

力」とは「知・徳・体」の育成にあります。 
「知」は教えるだけでなく考えさせること	 

「徳」は相手を大切にすることで自分が大切にされることに気付き、思いやりを知ること	 

「体」は自分の体について知ることであり、当然体を動かし鍛えること	 

	 言葉で言うのは簡単ですが、この「知・徳・体」を身につけていくためにはある程度の長い時間と、その基

礎となる生活リズムの育成や自己による感情のコントロール力が必要です。これらの事柄が身についていくこ

とで、自分の周りに起こる問題を処理する能力や他人との人間関係を改善・修復する能力、自分自身や自分の

生活を変えていく能力が育成されます。飛躍しすぎかもしれませんが、果ては日本の国の未来を考えたり、日

本を変える原動力となったりするのかもしれません。今だけの短期間ではなく、子供たちのまだ見ることがで

きない未来を想像した「家庭・学校・地域」での教育や、「しつけ」・「親の背中」・「言動に責任を持った大人

の生き様」などといわれる子供への指標が必要なのではないでしょうか。 
	 その第一歩が、西小の合い言葉「早寝・早起き・朝ごはん・さわやか挨拶」なのだと考え
ています。たいしたことのない、色あせた言葉に聞こえますが、当たり前のことがなかなかできていないのが

現実です。各ご家庭でお子さんの将来を見据え、できて当然のことと考えお子さんに話していただきたいと思

います。この合い言葉が子供たちの未来を希望に変え、明るい日本作りの原動力となってくれたらと思います。

新しい職員を加え、今年度も職員一同頑張っていきますので、今後ともご協力よろしくお願いします。 

校	 	 長	 萬宮	 人見	 	 	 教	 	 頭	 	 五十嵐寛明	 	 	 教務主任	 	 成田	 	 聡	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

１年１組	 中島	 美郁	 	 	 すみれ学級	 関崎	 崇裕	 たんぽぽ介添員	 上村	 智子	 	 事務職員	 池田	 誠一 
２年１組	 水谷	 和弘	 	 	 	 〃	 	 	 	 種田和之亮	 	 	 	 〃	 	 	 	 小西	 幸子	 	 事  務  補	 大橋	 惠子 
３年１組	 定池	 直子	 	 	 	 〃	 	 	 	 藤田	 	 愛	 	 	 	 〃	 	 	 	 堀江	 裕美	 	 	  〃 	 	 	 山口	 景子 
４年１組	 宮脇	 隆輔	 	 	 	 〃介添員	 髙橋	 敬子	 	 	 	 〃介助員	 吉川	 政司	 	 公  務  補	 戸出	 	 猛 
５年１組	 松橋	 佳子	 	 たんぽぽ学級	 渡辺	 俊子	 	 	 少人数指導	 石浦	 	 淳	 	 給食配膳員	 阿部亜紀子 
６年１組	 小野寺	 綾	 	 	 	 〃	 	 	 	 山内	 智恵	 	 	 養護教諭	 	 原田ひろみ	 	 代替配膳員	 鶴巻美津子 
体育専科	 大村	 浩之	 	 	 	 〃	 	 	 	 山本	 雄飛	  	 小堀	 	 志	 	 外国語講師	 久末千雅子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ８日（火）  

  

   ９日（水）  

  

１０日（木）  

  

１１日（金）  

１４日（月）  

１５日（火）  

１６日（水）  

１７日（木）  

定点指導   ２年生以上給食開始   ５時間授業  

３年聴力検査   １年下校指導   特別支援対面式  

定点指導   １年交通指導   １年下校指導  

５年聴力検査  

定点指導   １年下校指導   ２年聴力検査  

５時間授業   朝読書   PTA役員会  

１年給食開始   5・6年三計測・視力検査  

認証式   ３・４年三計測・視力検査   集団下校  

1・２年三計測・視力検査  

午前授業   １年聴力検査   苫教研総会  

朝読書   ２・３・５年内科健診   １年・す歩行指導  

１８日（金）  

２０日（日）  

２１日（月）  

２２日（火）  

  

２３日（水）  

２４日（木）  

２５日（金）  

２８日（月）  

２９日（火）  

３０日（水）  

５時間授業   尿検査一次   児童会  

参観日   学校説明会   PTA総会   朝読書週間  

＊＊＊振替休業＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

全国学力学習状況調査   市統一学力検査  

５時間授業   すみれ・たんぽぽ三計測・視力検査  

午前授業   家庭訪問   すみれ・たんぽぽ聴力検査  

1・４・６年・す・た内科健診   PTA古紙回収  

午前授業   家庭訪問  

午前授業   家庭訪問   クリーンデー  

＊＊＊昭和の日＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

午前授業   家庭訪問  

○全学年、人数に関係なく子どもだけで利用することができます。 
○校区外なので、自転車で行くことはできません。 
	 徒歩で行きましょう。 

水谷	 和弘（２年１組担任）	 
	 澄川小学校から転勤してきて、この度２年生を担
任することになりました。歴史と伝統ある苫小牧西
小学校に勤務できることをたいへんうれしく思い
ます。子どもたちと一緒に学び、遊んでいく中でま
た新たな伝統を築いていきたいと思います。どうか
よろしくお願いいたします。 
 
種田	 和之亮（すみれ学級担任）	 
	 この度、白老町立白老小学校より転勤して参りま
した。５年ぶりに苫小牧での勤務となります。西小
学校では、すみれ学級の担任になることとなりまし
た。色々な場面でたくさんの子どもたちとふれあ
い、楽しい学校生活を送っていきたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。 
 
山内	 智恵（たんぽぽ学級担任）	 
	 苫小牧市立日新小学校からきました、山内智恵で
す。明るくて、元気な西小学校の児童のみなさんに
会うことをとても楽しみにしていました。早く学校
生活に慣れ、児童のみなさんの名前を覚えたいと思
います。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いま
すが、一生懸命がんばりますので、よろしくお願い
します。 
	 
山本	 雄飛（たんぽぽ学級担任）	 
	 今年度から苫小牧西小学校の「たんぽぽ学級」を
担当させていただきます、山本雄飛です。西小学校
のことはまだわからないことが多く、行き届かない
部分があると思いますが、教職員のみなさんと協力
して、子どもたちと楽しく充実した学校生活がおく
れるように頑張りたいと思います。よろしくお願い
いたします。 

戸出	 	 猛（公務補）	 
	 ４月から、西小学校で公務補として勤務すること
になりました。歴史有る本校で勤務できる事、大変
うれしく思います。これから、よろしくお願いいた
します。 
 
吉川	 政司（介助員・たんぽぽ号運転手） 
	 みなさん初めまして、今回嘱託運転手兼介助員と
して仕事をすることになった吉川政司です。出身は
白老町、家族は、奥さんと社会人として働いている
子供が３人います。趣味は、持久系の運動です。初
めて教育関係の仕事に携わりますので緊張とともに
大変わくわくしています。安全運転第一に誠実に勤
務しますのでよろしくお願いします。 
 
堀江	 裕美（介添員）	 
	 初めまして、堀江裕美と申します。この度、特別
支援学級の介添員として勤務させて頂く事になりま
した。これまで看護師として、約９年半病棟勤務し
て来ました。看護師の資格がこのような形で活かせ
る事をとても嬉しく思います。少しでも児童・保護
者の皆様の手助けが出来るよう、微力ながら日々努
力していきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致
します。 
	 
小堀	 	 志（放課後児童クラブ指導員）	 
	 今年度４月より、西小学校内に「放課後児童クラ
ブ」が開設されることになり、こちらで勤務させて
いただくことになりました、小堀	 志（ゆき）と申
します。１日も早く学校に慣れ、子どもたちからた
くさんの笑顔と元気をもらい、放課後、楽しくすご
せる場をつくっていけたらと思っています。不慣れ
な所もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い
いたします。 


