校長
澤 純子
九名の新一年生を迎え、明るく元気な
そして、希望と期待の中で平成二十五年
度がスタートいたしました。元気の良い
新一年生、進級した喜びと緊張感で張り
切っている二～六年生。良い感じで新年
度のスタートが切れたように思います。
一年生の初々しい 姿を見ていると自
然と笑みがこぼれてきます。このような
気持ちになれることを大変ありがたく、
幸せに感じています。
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豊かな心を持っ
た子

進んで学ぶ子

最後までやりぬく子

一、豊かな心を持った子の育成
～ハートアップ～

具体的には、

豊 かな 心を 持っ た子（ ハー トア ップ ）
進 んで 学ぶ 子
（ 学力 アッ プ）
最 後ま でや りぬ く子（ パワ ーア ップ）

こんな子どもに

①学力向上
②読書活動の推進
③ふるさと環境教育の推進
を基本とし、優しく・賢く・逞しい子ど
もを育てるため保護 者や地域の方々の
ご協力を得ながら、取組んでいきたいと
考えています。

海士町の教育構想

という学校教育目標を設定致しました。

主体的な児童の育成」

最後までやりぬく

「豊かな心を育み

本年度も、

めざす児童像

☆心に栄養と潤いを 与えてくれる読書
の習慣化を図るため、朝読書の時間の充
実を図ります。また、地域ボランティア
の方々に読み聞かせをして頂きます。た
くさんの本にふれることにより、心も頭
も豊かにしていきたいと思います。
☆ふるさと海士町を五感で実感し、いつ
までも心に残る体験となるよう「ひと・
もの・こと」のかかわりを大切にし、ふ
るさとを意識した体 験活動を行ってい
きます。更に地域の良さを再認識させた
いと思います。
☆「いつでも・どこでも・誰にでも」を
合言葉に、元気な挨拶が出来るよう指導
していきます。
二、進んで学ぶ子の育成
～学力アップ～
☆「学び方のルール」を徹底し、忘れ物
や宿題を忘れる子ども０を目指します。
☆基礎学力の定着を図るため、「スキル
タイム」で「読み・書き・計算」に関す
るドリル学習を行います。
☆学習したことが他 に活かせるように
「分かった・できた」喜びを実感できる
ような授業づくりを目指します。
三、最後までやりぬく子の育成
～パワーアップ～
☆気力・学力の基盤となる健康な体を作
るため、朝マラソンの奨励と業間の過ご
し方の工夫・保健指導・食の指導等を計
画的に実施します。
☆家庭と協力しながら、基本的な生活習
慣の定着を図ります。
☆公民館活動に積極的に参加し、いろい
ろな方々と交流をしたり、活動したりし

ます。
以上取り 組み の一端 をご紹介 しまし
た。保護者や地域の皆様方には、ご協力
をお願いすることが 多々あると思いま
すが、今年度もよろしくお願い致します。

教職員紹介

教職員十三名のチームワークを大事
にして、にこやかに、賑やかに、学校を
盛り上げていきます。ご支援ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
※は今年度の新任者です。
校長
澤
純子※
教頭
浜板 健一※
一年担任
中山 小夜
二年担任
山下 則江
三・四年担任
西山 夏紀
五年担任
大野 仁美
六年担任
稲葉 泰範※
六年ハーモニー担任
内田 祐貴
通級指導教室担当
小中 智代
養護教諭
山下 千絵
主事
片松 史子
用務員
磯野 満子
学校図書館司書
磯谷奈緒子

大変お世話になります。ご協力をお願
いいたします。（敬称略）

平 成 二 十 五 年 度 Ｐ Ｔ Ａ 役員紹介

福井小のニューフェイス

智成

宇野 佑子
小田川啓子

河内

○川井 愛唯・・がっこ
うたんけんがおもしろ
かったです。いろんなも
のがあったよ。がっこう
ってたのしいです。

○梅野 航輝・・さんす
うどりるとけいさんど
りるのべんきょうがす
きです。はやくけいさん
がしたいです。

○荒銀 聖那・・わたし
は、こくごの「うたにあ
わせてあいうえお」がだ
いすきです。みんなでお
んどくするのが、だいす
きです。

入学式から一カ月がたちました。今年
も九名の元気なピカピカの新入生が入
学しました。初めての勉強、初めての給
食、毎日わくわくしながら、学校生活を
送っているようです。
この間は 二年 生に学 校を案内 しても
らっていましたが、大きな声であいさつ
ができていました。
そんな、一年生を紹介します（一人ひ
とりのすきなこと、とくいなこと、たの
しいことなど）

永原
実
新谷 千鶴
島垣 明美
片松 史子
小田川啓子

各委員会活動予定
○広報委員会 委員長 澤井
・学期に一回広報誌を発行する
○安全委員会 委員長 前田
・街頭指導を行う
・救命救急法の開催（七月中旬）
○研修委員会 委員長 磯谷
・研修会の企画運営を行う

会長
柏谷
猛
副会長
万代
勉 ・
監事
福井 智士 ・
校長
澤
純子
地区代議員
菱浦
澤井 和行 ・
福井 西
塔本 宗久
中里
片松
剛
保々見
長谷川史枝
御波
淀
晋作
崎
前田 忠章
幹事
浜板 健一
学年運営委員・学年役員
一年
梅野 照男 ・
二年
竹谷
透 ・
三・四年 磯谷奈緒子 ・
五年
永海さつき ・
六年
福井 智士 ・
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○諏訪 杏・・・わたし
は、べんきょうをがんば
りたいです。ひゃくてん
いっぱいとりたいです。
りれいもすいすいはし
れるようになりたいで
す。
○竹谷 真結・・さわや
かやすみとたいいくか
んがすきです。おにごっ
こをして、おともだちと
いっしょにあそんでい
ます。
○永原 莉子・・わたし
は、おにいちゃんがすき
です。とくいなことは、
あやとびです。なわとび
たいかいで、ゆうしょう
したいです。
○中村 詩・・・ろくね
んせいがいっしょにあ
そんでくれるので、だい
すきです。ちきゅうまわ
りでいっしょにあそん
でいます。
○福井 美里・・すきな
ばしょは、たいいくかん
です。おにごっこがたの
しいです。とくいなこと
はちきゅうまわりです。

○ 山 﨑 勇 介 ・・ すき な
べ ん き ょ う は 、さ んす う
ど り る で す 。 とく いな こ
と は 、 さ っ か あで す。 う
ん ど う か い で 、せ んて ん
とりたいです。

通級教室紹介

福井小学 校に は通級 指導教室 が開設
されています。
通級指導教室とは、通常の学級に在籍
し、特別の支援・援助を必要とするお子
さまのための教室です。お子さまが自分
らしく楽しい生活が できるように支援
していきます。お子さまのことで少しで
も気になることがあれば、お気軽に相談
をかけて下さい。

