
【学校教育目標】
・進んで考える子
・明るくやさしい子
・くじけずがんばる子
・体をきたえ元気な子

大成小学校のテーマ つよく やさしく はげむ 大成の子

苫小牧市立大成小学校
学 校 だ よ り

令和２年４月８日
第 １ 号

TEL ７２-６４３４

明日も行きたくなる学校
校長 柴田 知巳

令和２年度が始まりました。前年度末の2月２７
日より、学校は新型コロナウィルス感染拡大防止に
より休校になってしまいました。前学年での大切な
思い出づくりの場や学習のまとめの時間がなくなっ
てしまったのは大変残念なことでした。４月からは、
さまざまな感染症対策を施したり学校行事の中止や
延期をしたりすることで、感染のリスクを最小限に
しつつ、再開することになりました。制約のない教
育活動を展開していくためには、まだしばらくの時
間が必要となります。また、今後一定のルールに基
づいた各ご家庭の協力が大変重要となってきます。
学校からの連絡・お願い等については、しっかりと
関心を持ち適切な行動をとっていただきますようよ
ろしくお願いいたします。
そして、本年度も子どもの教育に携わる者（学校

・家庭・地域等）が共通の認識に立ち、子どもの指
導・助言・支援に当たることができるようご協力を
お願いいたします。
今年度、大成小学校は１８学級（通常学級１２、

特別支援学級６）、児童数３７５人、教職員数４２人
でスタートしました。
子どもたちは、新しい学年・学級での学習や生活

に希望といくらかの不安を抱いて、始業式、入学式
を迎えたことと思います。私たち職員は、そのよう
な子どもたちの思いを受け止め、子どもたちにとっ
て毎日が楽しいと実感できる学校となるよう、教育
活動を進めまいります。
今年度の学校経営の重点は以下のとおりです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【学校経営の重点】
「確かな学力を身に付け、豊かな心を育み、健康な体
を作る取組の充実」
～教育効果の高い「チーム大成」としての取組～

◎学習習慣を確立し、基礎的な知識・技能を確実に習得
した子どもの育成
～課題を踏まえた基礎基本の徹底・授業力の向上と授
業改善～

◎相手を思いやり、きまりを守り、命を大切にする子ど
もの育成
～道徳の授業の充実・３ A 運動（挨拶・安全・後片付
け）の充実～

◎健康に気を配り、体力を向上させる子どもの育成
～ TSR ３「大成生活リズム」の確立・運動の習慣化の
推進～

生徒指導の充実
【いじめ撲滅、不登校解消・予防、問題行動をなくす】
特別支援教育の充実
【個に応じた適切な支援・就学指導、環境整備】

開かれた学校づくりの推進
【中学校区エリア・保護者・地域・関係機関との連携】
働き方改革の推進
【少ない労力で大きな成果・働く意欲が湧く職場】

今年度の教職員を紹介します
令和２年度は、児童数375名，18学級でスタ

ートします。スタッフは、転入した教職員を加え

以下の通りです。今年度もご協力を賜りますよう、

お願い致します。

校 長 柴田 知巳 教務主任 山﨑 泰博

教 頭 仲見 真樹 指導部長 三和 秀寛

主幹教諭 本居 泰浩 授業改善 中澤 文彦

１年１組 工藤恵理奈 指導方法工夫改善 斎藤 洋子

１年２組 田代 香奈 学習支援 大西 亮子

２年１組 佐賀野フチ子 さえずり学級 梅本 九哲

２年２組 森本 翔太 養護教諭 冨岡 政枝

３年１組 今 健人 栄養教諭 髙橋由起子

３年２組 中戸川珠紀 事務職員 川井 芳彦

４年１組 桐木里依子 公務補 福永 和広

４年２組 木村 隆介 事務補 笠井 礼子

５年１組 斎藤 拓弥 図書館司書 谷川 志穂

５年２組 小松美智代 支援員 針谷 寿子

６年１組 庄田 和江 支援員 片山 香織

６年２組 大串 和弘 非常勤講師 布施 恭子

ひばり学級 本山 達朗 非常勤講師 松田ルディ

ひばり学級 坂本 雄哉 ひばり学級介添員 若松 良子

ひばり学級 山本 舞 給食配膳員 桑原 晴美

ひばり学級 志賀 里絵 配膳員(代替) 戸澤 久美

ひばり学級 黒井 渚 育児休業 鳴海 絹子

ひばり学級 河島 美紀 育児休業 草場 道子

ひばり学級 安藤美香子

ひばり学級 福田 眞弓



【転入職員について】
４月より、新たに８名の職員が着任しました。よ

ろしくお願いします。

教頭 仲見 真樹〈泉野小より〉
なか み まさき

大成小の子どもたちが元気で楽しく学校生活を

送れるよう頑張ります。早く学校のことを覚え、

教職員や保護者・地域の皆様と力を合わせて子ど

もたちを伸ばしたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願い致します。

教諭 佐賀野 フチ子〈拓勇小より〉
さ が の こ

この度の異動で、拓勇小学校より参りました佐

賀野フチ子です。早く学校・地域に慣れ、保護者

の皆さんと一緒に、お子さんの健やかな成長を支

えられるよう力を尽くしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。

教諭 本山 達朗〈豊川小より〉
もとやま たつあき

子ども達の明るい笑顔と、何事にも一生懸命取

り組む姿勢をたくさんの場面でみられるように、

日々努力していきたいと思います。子どもたちに

寄り添い、成長を支えていけるよう精一杯頑張り

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

教諭 木村 隆介〈室蘭市八丁平小より〉
き むら りゆうすけ

室蘭市八丁平小学校からまいりました。大成小

学校での生活を楽しみ、明るく元気に日々の指導

を大切にしたいと思います。一日も早く顔と名前

を覚えてもらうように頑張りますので、よろしく

お願いします。

教諭 工藤 恵理奈〈育児休業より復帰〉
く どう え り な

育児休暇を終え、久しぶりに大成小学校に戻っ

てこられた喜びも感じつつ、まだまだ緊張感でい

っぱいです。１年生の担任ということで、心新た

に子ども達と一緒に学び、楽しく過ごしていきた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。

教諭 大西 亮子〈緑小より〉
おおにし りよう こ

苫小牧市立緑小学校から異動してきました。大

成小学校の子どもたちが、勉強が「わかる！」学

校が「楽しい！」と思えるように、精一杯取り組

んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします。

公務補 福永 和広〈北星小より〉
ふくなが かずひろ

学校司書 谷川 志穂
たにかわ し ほ

講師 布施 恭子
ふ せ きよう こ

保護者向け一斉メール配信システム
登 録 の お 願 い

気象状況等による臨時休業や学級閉鎖など、学

校からの緊急連絡はメール配信にて行っています。

運動会の順延などもこのメール配信システムでお

知らせします。また、震災などの災害時や長期の

休業時の連絡手段としても非常に有効です。保護

者の皆様には確実に登録していただきますようお

願いしています。また、メールアドレスの変更等

があった場合はすぐに登録の変更をお願いします。

ご不明な点がありましたら、担任又は教頭まで

ご連絡願います。（☎大成小学校；７２－６４３４）

４月の行事について

コロナウイルス感染症感染要望の観点から次の行

事については中止または延期の措置とします。ご

理解をお願いします。

■参観日・PTA総会 （4/18）
・中止します。

・18日は休日、20日（月）は登校日です。

・PTAの議案書は後日配付します。
■学力調査・検査 （4/10、4/16）
・５月以降に延期します。

・日程が決まりましたらお知らせします。

■家庭訪問 （4/24～）
・５月以降に学校での個別面談に替えて実施し

ます。

・お子さんのことで取り急ぎ学校に伝えたいこ

とがある場合は、担任までお知らせください。

■１年生を迎える会 （4/24）
・中止します。

4月行事予定

７(火)着任式・始業式

８(水)入学式 給食開始

９(木)1年下校指導（～13日）発育測定(5･6)

10(金)発育測定(3･4)

13(月)児童会 ひばり対面式 発育測定(1･2)

交通安全教室(5･6)

14(火)1年給食開始 交通安全教室（3･4）

発育測定･視力(ひ)

15(水)視力(3)

16(木)視力(2)

17(金)視力(1)

21(木)視力(6)

22(水)苫教研S 5時間授業 視力(5)

23(木)交通安全教室（2･ひ） 視力(4)

27(月)聴力(3･5)

28(火)聴力（ひ）

30(木)交通安全教室（1） 聴力（1･2）


