
 

 

 

 

 

 

令和 4年度の始まりにあたり 

校長 手 塚  敏 

 

麗らかな春の陽気が感じられる頃となりました。春４月，お子様の 

ご入学・ご進級，誠におめでとうございます。 

本年度は，77 名の新入生を迎え 451 名の児童，20 学級編制でスタートしました。ポス

トコロナ，アフターコロナを願っての新年度でしたが，残念ながら感染症の猛威はまだま

だ続いており，教育活動に関して様々な制限があります。参観日など変更を余儀なくされ

たものもありました。しかし，学びの保障を最優先に考え，「学校の新しい生活様式」に則

って学校経営・学校運営に努めてまいりますので，今年度もご支援のほど何とぞ宜しくお

願いします。 

今，子どもたちからは，大きな「やる気パワー」を感じています。そのうちの一つは，

登校時刻の遵守です。今までは，数分間の遅刻を課題の一つとしていました。具体的に言

うと，本校のきまりでは８時５分までに校内に入らなければならないのですが，昨年度ま

では８時５分から～１０分の間に登校する児童が多かったのです。しかし，今年度は，８

時のチャイムでほぼ登校が完了しております。まだ，４月だからかもしれません。今後，

朝の準備に時間がかかってしまったり寝坊をしてしまったりすることもあるでしょう。大

切なのは，そのようなときにしっかりと振り返り，また「やる気」をもって再度実行に移

すことだと思います。 

遅刻を一つの例にしましたが，進学・進級時にもった目標が守れなくなってきたときに

は，「どうせ無理」「だって…」で終わらせてはなりません。目標を達成するためにその目

標を立てたときの気持ちに立ち返り，「やる気スイッチ」をもう一度押すことが重要です。

ご家庭でも「振り返り」のタイミングを逸することなく，目標倒れにならないよう励まし

てあげてください。 

学校経営の説明会がコロナ禍により今年度も開催できなくなりました。４月号の学校だ

よりでは，学校経営に関することを多く記載していますが，学校評価アンケートからも 

発信力が不足していることが分かりました。このこともあり，今年度は  

数号ではありますが，別途校長からの文書を発出しますので，ご一読くだ

さいますようお願い申し上げます。  

 

苫小牧市立美園小学校 
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美園小の児童のめあて 

○自分の考えを見つけ、さらに深めあおう 

○自分にはきびしく、人にはやさしくしよう 

○ねばり強くやりとげよう 

 



今年度の職員紹介 

校 長 手塚  敏 

教 頭 長谷川英昭   このみ 海基 朋子 

主幹教諭 佐藤 修平   このみ 栗田 由実 

１－１ 岡本 知穂 このみ担任外 佐賀野敦彦    

１－２ 渋谷 智子 このみ担任外 吉成  透 

１－３ 田中 洋一   通 級 野宮  慎 

２－１ 高取 笑子    通 級 藤島 哉子 

２－２ 渡辺 佳和    担任外 山田智恵子 

３－１ 丞原みゆき    担任外 佐々木 悟 

３－２ 奥寺 秀文    外国語専科 根岸 清人 

４－１ 青柳 貴登    （明野小本務校） 

４－２ 小松ひとみ   初任者指導 坂木 恵巳  

４－３ 清水 美香    養護教諭 磯角 智恵 

５－１ 西出亜紀子    栄養教諭 近藤  優 

５－２ 工藤 雅人    事務職員 後藤 浩史 

６－１ 浦川 和大    支援員 三浦 美和 

６－２ 山田健太郎    介添員 佐藤 ミネ 

このみ 川畑 仁美    公務補 戸出  猛 

このみ 佐藤 俊樹    事務補 橋本 仁奈 

このみ 佐藤 綾祐   学習指導員 堤  智子 

このみ 山本 雄飛 教員業務支援員 丸田  瞳 

このみ  石川 裕貴   学校司書 清水裕貴子 

このみ 小夏  隆   給食配膳員 棟方 早苗 

転入職員の紹介 

渋谷 智子  先 生（市内泉野小から） 

奥寺 秀文  先  生（市内拓勇小から） 

青柳 貴登 先 生（新採用） 

工藤 雅人  先 生（白老町白老小から） 

山本 雄飛  先 生（室蘭市白蘭小から） 

海基 朋子  先 生（市内緑小から） 

山田智恵子 先 生（市内錦岡小から） 

佐々木 悟  先 生（安平町追分小から） 

佐賀野敦彦 先 生（市内開成中から） 

吉成  透 先 生（安平町遠浅小から） 

戸出  猛 公務補（市内緑陵中から） 

棟方 早苗 配膳員（市内ウトナイ小から） 

坂木 恵巳 先 生（市内日新小から） 

＊美園小勤務日：水曜日 

 

 

 

 

 

４/１８日（月）～２３日（月） 春の読書月間 

６日（金） 開校記念日（お休み） 

９日（月） いじめｱﾝｹｰﾄ～１２日 

１０日（火） 避難訓練 

１１日（水） 歯科検診 

１３日（金） 交通安全教室 1 年、 

教育相談➀（5 時間,1-2 年 4 時間） 

１６日（月） 教育相談➁（4 時間） 

１７日（火） 教育相談➂（5 時間,1 年 4 時間） 

5,6 年自転車教室 

１８日（水） 避難訓練予備日、クラブ➀ 

１９日（木） 教育相談➃（5 時間,1-2 年 4 時間） 

２０日（金） 教育相談➄（5 時間,1-2 年 4 時間） 

２３日（月） 家庭学習強化週間～３０日 

２４日（火） 自転車教室（2～4 年）、 

内科検診（2 年このみ 4～6 年） 

２５日（水） 内科検診（1,3,5 年このみ 1～3 年）、 

児童会②（5 時間） 

２６日（木） 内科検診（6 年） 

２７日（金） 遠足 

３０日（月） 校区内巡視 

３１日（火） 職員会議（5 時間日課） 

※状況に応じて、行事予定も変更となります。詳しく

は各学年の時間割でご確認ください。 

 

 

 

 

令和４年度の 

美園小のスタッフです！ 

よろしくお願いします！ 
８日に１年生７７名が入学しました。 

入学式での態度等もすばらしく、教室 

でも先生方の話をしっかり聞くことが 

できました。また、６年生が最高学年 

として、１年生のお世話をしています。 

感染症対策を心掛けて行っています。 

 

 

○学校を遅刻・欠席する時は、必ず連絡をお願いし

ます！ 登下校時の事故等心配のため、連絡が

なければ、教務主任または教頭より、確認がとれ

るまで電話または家庭訪問をさせて頂きます。 

 

一昨年度から、勤務時間外の電話対応についてお願

いしているところですが、今年度も電話を控えていた

だく時間帯が、下記のとおりとなります。 

電話対応を控えていただく時間帯が設定されたこと

により、皆様にはご不便をおかけすることになります

が、市内小学校において一斉の取組ですので、ご理

解・ご協力をお願いいたします。なお、児童の生命や

安全に関する重大事態の場合は、警察や救急等への連

絡をお願いいたします。 

電話対応を控える時間帯 

平日（登校日） １７：００～翌朝７：３０ 

長期休業期間中 １６：３０～翌朝８：００ 

土・日・祝祭日・学校閉庁日等  終  日 

勤務時間外の電話
対応について 


