
【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
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「『アイ』がいっぱいの大成小を目指して」

校長 五十嵐 寛明

陽射しに温かさが増し、街並みも春の装いにな
ってきました。新学期のスタートにあたり、お子
様の入学、進級を心よりお喜び申し上げます。４
月７日には、２年生以上の子どもたちが、新しい
担任やお友達との出会いに胸を膨らませて、元気
いっぱいに登校してきました。
そして、かわいらしい１年生も、今日から小学

校生活をスタートさせました。これから多くのこ

とを学び、たくましく成長してくれることでしょ

う。

今年度も、子どもたちを、全教職員の「目（ア

イ）」で見守り、たくさんの「愛（アイ）」で包み

込みながら育んでいきたいと思います。まだまだ、

コロナ禍での生活が続きそうですが、引き続き『学

校の新しい生活様式』を踏まえ感染拡大防止に努

め、子どもたちの健康面での安全も確保してまい

ります。保護者の皆様、地域の方々には、これま

で同様、本校の教育や子どもの見守りなどに対し

て、温かいご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

今年度の学校経営の方針、学校経営の重点はつ

ぎのとおりです。

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～

◎学習習慣の確立し、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～

今年度の教職員を紹介します
令和３年度は、児童数3３８名、1７学級でスタ

ートします。教職員は次のとおりです。今年度も

ご協力を賜りますよう、お願い致します。

校 長 五十嵐寛明 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 授業改善（兼） 本居 真子

１年２組 荘司 伸一 授業改善（兼） 澁谷吏樹丸

２年１組 大串 和弘 指導方法工夫改善 志賀 里絵

２年２組 圓山栄里子 学習支援 大西 亮子

３年１組 桐木里依子 外国語（兼） 小林 芳恵

３年２組 木村 隆介 初任者指導（兼） 坂木 恵巳

４年１組 森本 翔太 養護教諭 冨岡 政枝

４年２組 小松美智代 栄養教諭 髙橋由起子

５年１組 斎藤 拓弥 事務職員 川井 芳彦

５年２組 古俣 瑞穂 公務補 福永 和広

６年１組 庄田 和江 事務補 笠井 礼子

６年２組 今 健人 図書館司書 谷川 志穂

ひばり学級 本山 達朗 支援員 針谷 寿子

ひばり学級 佐々 木志保 支援員 片山 香織

ひばり学級 福田 眞弓 非常勤講師 布施 恭子

ひばり学級 河島 美紀 ひばり学級介添員 若松 良子

ひばり学級 黒井 渚 スクールサポートスタッフ 内山 友子

ひばり学級 坂本 雄哉 給食配膳員 桑原 晴美

ひばり学級 山本 舞 配膳員(代替) 戸澤 久美

さえずり学級 梅本 九哲 育児休業 鳴海 絹子

育児休業 草場 道子



【転入・兼務職員について】
４月より、５名の職員が着任しました。また、

他校より３名の教諭が新たに兼務することになり

ましたので紹介します。どうぞよろしくお願いい

たします。

校長 五十嵐 寛明〈北光小より〉

北光小学校から参りました五十嵐 寛明（いが

らし ひろあき）と申します。どうぞよろしくお

願い申し上げます。８年ぶり２度目の着任です。

８年前は、ミニバスケットボールのコーチとして

も子どもたちとかかわっておりました。昨年度末

でチームがなくなってしまったそうで、とても残

念に思っております。今回は、校長として着任し、

身の引き締まる思いです。これまで得た知識と経

験を生かし、お子様の健やかな成長のために精一

杯努力いたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

教諭 荘司 伸一〈泉野小より〉

この度、市内の泉野小学校から参りました。し

ばらくぶりの低学年の担任ですが、大成小学校の

子どもたちが毎日笑顔で輝けるように頑張ってい

きたいと思います。保護者や地域の皆様には様々

な場面でお世話になりますが、どうぞよろしくお

願い致します。

教諭 古俣 瑞穂〈美園小より〉

この度、苫小牧市立美園小学校より着任いたし

ました。これから、大成小の子どもたちの笑顔や

頑張る姿に出会えることを楽しみにしています。

早く学校に慣れて、子どものたちの健やかな成長

を支えていけるよう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。

教諭 圓山 栄里子〈ウトナイ小より〉

市内のウトナイ小学校から異動して来ました。

子ども達が明るく伸び伸びと、元気いっぱいに毎

日を過ごせるよう、精一杯力を尽くしていきたい

と思います。これから大成小学校の子ども達と一

緒に学校生活を送ることを、とても楽しみにして

います。どうぞよろしくお願いします。

教諭 佐々木 志保〈日新小より〉

日新小学校から来ました佐々木志保(ささきし

ほ)といいます。大成小学校ではひばり学級の皆

さんと一緒に勉強することが多いですが、他の学

級の皆さんとも仲良くできたらいいなと思ってい

ます。どうぞよろしくお願いします！

教諭 小林 芳恵

北星小学校を本務校とし、週２日、中学年の外

国語活動、高学年の外国語の指導のために本校に

兼務します。

教諭 坂木 恵巳

澄川小学校を本務校とし、前期は週１日、後期

は週２日、初任者教員の指導のために本校に兼務

します。

教諭 澁谷 吏樹丸

白老町立萩野小学校を本務校とし、授業改善推

進教員として、年間10週間ほど本校に兼務し、主

に4･5年生の学級でチームティーチング指導を行

います。

４月行事予定

６(火)6年準備登校（8:45まで登校）

７(水)着任式･始業式 4時間授業 12:10下校

８(木)入学式 3時間授業 11:20下校

９(金)給食開始 1年下校指導①

ＰＴＡ議案書配付

12(月)1年下校指導②

13(火)1年下校指導③ ひばり学級対面式

PTA廃品回収

14(水)1年給食開始 発育視力（5･6年）

安全教室（3･4年） 任命式

15(木)発育視力（3･4年） 安全教室（ひ･2年）

16(金)発育視力（1･2年）

19(月)発育視力（ひ） 職員会議

20(火)市統一学力検査（4～6年）

学力ﾃｽﾄ（3年）個人面談① 5時間授業

21(水)児童会① 聴力（2･3年）

22(木)聴力（1･5年） 個人面談② 5時間授業

23(金)1年生を迎える会 個人面談③

家庭訪問① 5時間授業

ＰＴＡ議案書質疑締切

26(月)個人面談④ 家庭訪問②

心臓検診（1年） 図書館開館

27(火)個人面談⑤ 家庭訪問③ 5時間授業

28(水)個人面談⑥ 家庭訪問④

交通安全教室（1年）

29(木)昭和の日

30(金)個人面談⑦ 家庭訪問⑤ 5時間授業

学校だよりは「さくら連絡網」でお届けします
今年度より、学校だよりはメールによる配付と

します。紙面での配布を希望される場合は、連絡

帳等で担任までご連絡いただければ、後日、お子

さんを通してお渡しします。


