
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども一人一人の 

成長を願って 
 

校長 柴田 知巳 
 

木々の新芽、春の息吹は、子どもたちの新たなス

タートを応援してくれている、そのような気持ちに

なってきます。平成３１年度が始まりました。お子

様のご入学、ご進級おめでとうございます。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 

３７７人、教職員数４１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

活動を進めてまいります。 

今年度の学校経営の方針、学校経営の重点は以下

のとおりです。 
 

【学校経営の方針】 
「つよく やさしく はげむ 大成の子」 

～「凡事徹底」 当たり前をきちんと～ 
 

【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・３A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 

～TSR３「大成生活リズム」の確立・運動の 

習慣化の推進～ 
 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・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 

【学校教育目標】 
苫小牧市立大成小学校 

学 校 だ よ り 

平成３１年４月９日 

第 １ 号 

TEL 72-6434 

 
今年度のスタッフは以下のとおりです。ご協力を賜

りますよう、お願い申し上げます。 
 

校  長 柴田 知巳 教務主任 本居 泰浩 

教  頭 北條 孝行 指導部長 庄田 和江 

１年１組 安藤美香子 指導方法工夫改善 斎藤 洋子 

１年２組 村上 徹朗 学習支援 草場 道子 

２年１組 森本 翔太 通級指導 梅本 九哲 

２年２組 桐木里依子 授業改善推進 中澤 文彦 

３年１組 山﨑 泰博 初任者指導 齊藤 千春 

３年２組 田代 香奈 養護教諭 冨岡 政枝 

４年１組 中戸川珠紀 栄養教諭 髙橋由起子 

４年２組 大串 和弘 事務職員 川井 芳彦 

５年１組 三和 秀寛 公 務 補 野村 征二 

５年２組 小松美智代 事 務 補 笠井 礼子 

６年１組 米川 未樹 支 援 員 針谷 寿子 

６年２組 今  健人 支 援 員 片山 香織 

ひばり学級 山本  舞 ひばり介添員 廣田たきえ 

ひばり学級 斎藤 拓弥 非常勤講師 松田ルディ 

ひばり学級 坂本 雄哉 図書館司書 田澤  薫 

ひばり学級 福田 眞弓 給食配膳員 桑原 晴美 

ひばり学級 河島 美紀 給食配膳員(代替) 戸澤 久美 

ひばり学級 大江 詞子 育児休業 工藤恵理奈 

ひばり学級 黒井  渚 育児休業 鳴海 絹子 

ひばり学級 志賀 里絵   
 

子どもたちのより良い学びのために 
 大成小学校では、子どもたち一人一人が「分かる喜び」

を味わえるよう、学習指導について以下の取組を行って

います。予めお知りいただき、ご家庭でもお子さんの頑

張りを支えていただければ幸いです。 

□指導方法工夫改善事業を活用した少人数指導 

３～６年生の算数は、担当教員が中心となって、教務 

主任や担任の協力で習熟度別指導を行います。 

□ステップアップ教室 

今年度は３～６年生の算数で担当教員が少人数指導を 

行います。 

□授業改善推進チーム事業を活用してＴＴ指導 

 今年度から、全学年の国語・算数を３校の教員が巡回 

してＴＴ指導を行い、授業改善を図ります。 

大成小学校のテーマ   つよく やさしく はげむ 大成の子 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈白老町立萩野小より〉栄養教諭  
 この度、白老町立萩野小学校から異動してき 

ました。大成小の子どもたちと“元気”に  

“笑顔で”“生き生き”と過ごしたいと思って 

います。不慣れな環境でご迷惑をお掛けするか 

と思いますが、子どもたちのより良い成長のために、精一杯努

力して参りますので、よろしくお願いいたします。 
 

〈拓進小より〉介添員  
 このたび特別支援学級で介添員としてお世話 

になることになりました。苫小牧に来て今年で 

３年目でまだまだわからない事が沢山有ります 

が、皆さんと楽しい学校生活を送って行きたい 

と思っておりますのでよろしくお願い致します。 
 

※このほかに    教諭［緑小］と    教諭［明野小］ 

が今年度から新たに国語・算数の巡回指導を行います。 
 
 

４月の行事予定 
 

 

10 水 １年下校指導② 発育測定(1･2年) 

交通安全教室(3･4年)2,3h 

11 木 市統一テスト(6年) １年下校指導③ 

交通安全教室(5･6年)2,3h 視力検査(5年) 

ひばり学級対面式・保護者説明会(1h) 

12 金 １年給食開始 視力検査(6年) 

15 月 児童会任命式・児童会活動 視力検査(4年) 

16 火 視力検査(3年)  さえずり開級式(2h) 

交通安全教室(2年,ひばり)2-4h 

17 水 尿検査(一次) 発育測定・視力検査(ひばり) 

18 木 全国学力・学習状況調査(6年)  視力検査(2年) 

市統一テスト(4･5年) 学力検査(3年) 

19 金 視力検査(1年) 

20 土 全校参観日・ＰＴＡ総会 

22 月 振替休業日 

23 火 聴力検査(3,5年) 

24 水 ５時間日課 交通安全教室(1年) 聴力検査(2年) 

25 木 家庭訪問① 聴力検査(1年) 

26 金 １年生を迎える会 聴力検査(ひばり) 

家庭訪問② 

29 月 昭和の日 

30 火 国民の祝日 

 

 

２０日(土)は、全校土曜参観日です。併せてＰＴＡ総

会も行います。多数のご参加をお願いします。 
 

    9:30～10:15 授業参観 (全学級) 

    10:30～11:05 ＰＴＡ総会(体育館) 

     11:15～12:00 学級懇談会(全学級) 
 

・子ども達は４時間授業です。学級懇談会の終了時刻と下校時

刻を合わせておりますので、お子さんと一緒にご帰宅下さい。 

・駐車場が大変手狭ですので、お車での来校は出来るだけご遠

慮下さい。 

 
 

 

 緊急時等に学校から保護者の皆さんへ連絡する「メール配信

システム」へまだ登録されていない方は登録をお願いします。 

（昨年度までにご登録いただいた皆様につきましては、新たに

登録される必要はありません。） 

〈ウトナイ小より〉 校長  
 こちらに来てまだ数日ですが、昔出会った方 

に再会できたり、知っていた方と話をさせてい 

ただいたり、とても不思議な縁を感じています。 

初めて出会った方達にも優しく迎えられ、この 

温かさを子ども達に返していけたらと思いまし 

た。地域・保護者の方達にはお世話になります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

〈美園小より〉 教諭  
 市内の美園小学校から来ました。大成小学校 

の子どもたちは、素直で明るく元気な子どもた 

ちばかりと聞いています。これから大成小学校 

の子どもたちと一緒に学校生活を送ることが、 

とても楽しみです。どうぞよろしくお願いします。 
 

〈澄川小より〉 教諭  
 澄川小から転勤してきました。大成小の子ど 

もたちと明るく楽しい学校生活を送れるように 

精一杯頑張りたいと思います。どうぞよろしく 

お願いします。 
 

〈北星小より〉 教諭  
 今年度、北星小学校から異動して参りました 

です。大成小学校の子どもたちの元気 

な挨拶に大変驚いています。早く大成小学校に 

慣れて、子どもたちのために頑張りたいと思い 

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

〈拓勇小より〉 教諭  
 ナマステ！苫小牧市立拓勇小学校から赴任 

した    です。この３月までの３年間は、 

インドのニューデリー日本人学校に派遣されて 

いたので、帰国して早速日本の過ごしやすさに 

感動しています。歴史ある大成小学校で様々な経験をしなが

ら、子どもたちと一緒に感動を共有していきたいです。これか

らどうぞよろしくお願いします。 
 

〈新採用〉 教諭  
砂川市立中央小学校より参りました。早く子 

どもたちと仲良くなって、苫小牧のことをいろ 

いろ教えてもらえたらと思っています。子ども 

たちが毎日楽しく学校生活を送れるよう力を尽 

くし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。 
 

〈新採用〉 教諭  
 この度、特別支援学級（ひばり学級）を担当 

することになりました    と申します。児 

童のことを第一に考え、児童と信頼関係を築く 

なかで私自身も大きく成長する一年にしたいと 

考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

〈沼ノ端小より〉 教諭  
 沼ノ端小学校から異動してきました。子ども 

たちの笑顔と出会えることを楽しみにしていま 

す。保護者の皆様に教えていただきながら、取 

り組んでいきたいと思います。よろしくお願い 

致します。 
 

〈白老町立白老小より〉養護教諭  
 白老町立白老小学校からまいりました。早く 

慣れて大成小の子どもたちの元気いっぱいの学 

校生活を保健室からサポートしていきたいと思 

っています。どうぞよろしくお願いします。 

 
 
 

 

 

※予定は変更となる場合

があります。あらかじめ

ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


