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２年ぶりの県南。七区小学校に赴任してきて，桜や梅，菜の花畑，千
両ナスや苺のハウス．．．久しぶりに見た，自然にあふれ，のどかな七
区地区の光景に心が癒やされました。
七区小学校，今年は児童１４５名，教職員２３名で出発です。「自分や

まわりの人を大切にし，自立する子どもを育てる」を教育目標に掲げ，“健や
かにのびる子”“自ら学び，自ら考える子”“七区学区に学ぶ子”を育てること
に重点を置いて指導にあたります。
あいさつ，靴そろえ，ミニボランティア，授業の充実，家庭学習の充

実，話し合い活動，算数教室，農業体験等，いろいろな活動場面を通じ
て，子どもたちが健やかに成長してくれることを願っています。
どの子どもたちも，気持ちを新たに「がんばるぞ」という思いで輝い

ています。今年は，どのようなドラマを創ってくれるのでしょうか。子
どもたちの目の輝きに負けないように，教職員も，「チーム七区」を合
い言葉に，一人一人を大切にする教育の実現に向けてがんばります。
笑顔にあふれ，挨拶が飛び交い，元気いっぱいの明るく楽しい学校・

家庭・地域であるために，保護者・地域の皆様，本年度もご支援ご協力
を，よろしくお願いいたします。
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淺倉 慧さん 池内 暖翔さん 石川 媛惠さん
井上 唯花さん 氏家 陽輔さん 大隅 虹心さん
岡田 莉愛音さん 奥野 奈々さん 木下 はるさん
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時計台通信
職員紹介

校長 石橋 良久 通級教室 深井 三千子
教頭 西田 智子 通級教室 築山 道代
教務 信原 悦治 通級教室 岩井 真弓
１年担任 前田 有紀 通級教室 三宅 理恵
２年担任 岡本 千弘 事務 森分 豊
３年担任 長田 真輔 養護 井上 沙紀恵
４年担任 髙井 由紀 司書 川西 陽子
５年担任 武田 浩章 主任用務員 風早 和彦
６年担任 宮本 由美子 習熟度サポーター 小笠原 三千子
学習ルームい 大江 理佳 支援員 島 由美子
学習ルームろ 鬼塚 智恵子 支援員 前田 亜希子

学校業務アシスタント 高田 京子

職員の異動

【退職・転出 】
校長 高橋 重紀 退職
教諭 中町 加寿子 玉野市立玉原小学校へ
教諭 佐藤 泰之 国立吉備青少年自然の家へ

講師 瀧川 優 小串小学校へ
業務アシスタント 中尾 真子 東疇小学校へ（新採用）
【転任】
校長 石橋 良久 美作市立土居小学校より
教諭 武田 浩章 太伯小学校より
教諭 三宅 理恵 石井小学校より（通級：水曜）
講師 大江 理佳 御津南小学校より
業務アシスタント 高田 京子 甲浦小学校より

岡山県の北東の端，兵庫県との県境から２
年ぶりに岡山市に帰ってきました。ご支援ご
協力をよろしくお願いします。 石橋 良久

子どもたち一人一人を大切に考え，活動し
ていきたいと思っています。米づくりを楽し
みにしています。よろしくお願いします。

武田 浩章

七区小学校へ来て，初めてのことばかりで
緊張しています。早くみなさんと一緒に，楽
しく学校生活を送りたいと思っています。よ

武田 石橋 大江 ろしくお願いします。 大江 理佳



「子どもたちへもっと本を！」との願
いから，「子ども読書週間」は，１９５
９年（昭和３４年）に始まりました。２
０００年から，今の４月２３日（世界本
の日・子ども読書の日）～５月１２日と
なりました。本を読む楽しさを知ってい
ることは，子どもたちが大きくなるため
に大切なことです。今年度の「子ども読
書週間」の標語は「小さな本の大きなせ
かい」です。図書館や本屋さんでも，楽
しい行事がいっぱい行われます。
ぜひ，ご家庭でも，お子さん読書や読

み聞かせを楽しむ週間としてください。

本校でも，本年度も引き続き図書の時間の充実をはじめ，読書指導に力
を入れていきたいと考えております。ご家庭でも，ご協力のほどよろし
くお願いいたします。
家庭で絵本や各種の本を常に与えそれを子どもが読むことは，なかな

か難しいものがあります。費用の面，読んだ本の始末等面倒なことが多
く，なかなか長続きができないのが現状です。また，せっかく買ってき
たのに子どもがあまり興味を示さないこともあるでしょう。そこで“図書
館コーナー”をお家のどこかにつくることをお勧めします。段ボールの箱
でもカラーボックス，簡易の本立てでもよいと思います。そこに図書館
コーナーと銘をうち，図書館から借りてきた本を置いておくだけでいい
のです。この銘を打つのがみそです。
毎年，４月当初に発行するこの学校だよりを通じて，家庭内に図書館

コーナーを作ることをお勧めして参りました。既に作られているご家庭
も多いかと思います。徐々にではありますが広がりを見せています。ご
協力ありがとうございます。
図書館からは２週間読めるだけの本を借りることができます。費用も

かかりませんし，新しい本，興味をそそる本がたくさん手に入ります。
ぜひ，この新年度を機に取り組んでくださることをお願いします。

家庭での読書環境整備のポイント

１ 幼児から低学年までは，家族が本を読んで聞かせてあげる。
※絵本などの読み聞かせが大切！

２ 子どもの身近に，いつも本を置くことを考え，毎日，たとえ短い時間でも
本を読むことを勧め，本を読むのを聞いたり，見守ったりしてあげる。
※家庭図書館コーナーの充実！！

３ 家族自らが読書に親しむ姿を，子どもたちの眼にふれさせる。
※家庭の中で本を中心とした話題が生まれ，親子の対話に発展させて
いくことが大切！

小さな本の 大きなせかい

主 な 行 事

1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金 新任式 始業式 地区児童会１０：４０

一斉下校１１：００

8 土

9 日

10 月 退任式 給食開始（２年～６年） 学年下校１３：３０

11 火 入学式準備 中学校入学式

12 水 入学式

13 木 １年生下校１１：３０ ２～６年下校１６：００

14 金 たてわり班結成式 １年生下校11:30

第１回ＰＴＡ拡大委員会 三役会 オフメディアウイーク（～２０）

15 土

16 日

17 月 委員会 １年生下校１１：３０

18 火 全国学力・学習状況調査 １年生下校１１：３０

岡山市学力アセス 集金日

19 水 たてわり遊び １年生下校１１：３０

20 木 １年給食開始 １年生１５：００下校（２年生と）

１年５校時開始

21 金 内科検診

22 土

23 日

24 月 児童朝会 委員会 参観日 ＰＴＡ総会 学年下校１４：００

懇談 (５年海の学校保護者説明会）

25 火 家庭訪問（授業４校時） 下校１３：１５

26 水 家庭訪問（授業４校時） 下校１３：１５

27 木 家庭訪問（授業４校時） 下校１３：１５

28 金 家庭訪問（授業４校時） 交通安全教室 下校１３：１５

４年自転車教室

29 土 昭和の日

30 日


