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みんな大好き

西小っ子ひろば
平成２５年４月２３日（火）

平成２５年度が始まりました。

平成２４年度末の人事異動で、前任の菅校長先生がご退職されましたので、その後任として、

私、小原 和登志（こはら かずとし）が平成２５年度４月１日付けで西大寺小学校の校長とし

て着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

今年度も、この学校だより「みんな大好き 西小っ子ひろば」を発行します。

学校や子どもたちの様子を保護者の皆様や地域の方々に少しでも知っていただけたらという思

いで発行します。

町内会の会長さんには、回覧でお手間をおかけしておりますが、今年度もよろしくお願いしま

す。

新任式について
４月８日（月）、体育館には、新しい学年の場所に、新しい組み分けで、やや緊張気味に

子どもたちが整列していました。

始業式の前に、新任式として、新しく西大寺小学校に着任した８名の教職員を紹介しまし

た。

《 新しく西大寺小学校に来た者 》

◎ 小原 和登志・・・岡山市立岡南小学校から来ました。

◎ 川島 京子 ・・・岡山市立高島小学校から来ました。

◎ 西尾 ルミ子・・・岡山市立江西小学校から来ました。

◎ 篠原 千夏 ・・・岡山市立旭操小学校から来ました。

◎ 辻 ひづる ・・・岡山市立古都小学校から来ました。

◎ 森高 早苗 ・・・岡山市立曽根小学校から来ました。

◎ 表田 久美子・・・岡山市立可知小学校から来ました。

◎ 大森 真由美・・・岡山市立可知小学校から来ました。

始業式について
新任式が終わり、いよいよ始業式です。

新しい気持ちで張り切っている子どもたちの気持ちが伝わってきます。

まず、「この１年間、たくさんの友だちと一緒に、元気に、なかよく、一生懸命勉強

していきましょう。そして、「こんなこと、あんなことができるようになった。こんな

ことをがんばれるようになった」というように，前よりも少し成長した“新しい自分”

をたくさん発見していきましょう。と話をしました。

次に、子どもたちの前に教職員が並び、職員の紹介並びに担任発表をしました。

右頁に載せているのが本年度の職員名並びに担当部署です。

平成２５年度 職 員 一 覧

校長(小原和登志） 教頭（平松 顕一） 教務（山田 素道） 生徒指導主事（杉野 浩一）

少人数指導 （宮田 昌二） 児童生徒支援 （森阪 加愛）
生徒指導員 （室山いずみ） 不登校児童生徒支援員 （山口 祥子）

習熟度別ｻﾎﾟｰﾀｰ・主幹教諭後補充（森高 早苗） 学力向上 (吉田まゆ子)
特別支援教育支援員 （井上 典子） （林 花織） （村田 明子）
１年生ｽﾀｰﾄｻﾎﾟｰﾀｰ （表田久美子） （岸本 弘恵） （大森真由美）

通級指導教室<言語>(浅野 瑞穂) 通級指導教室<情緒>(深井三千子)
(中澤 美佳)

たんぽぽ １組 (藤原 香里) ２組 (岡本 悟) ３組 (小倉 富子)

１学年 １組 (梶川 素子) ２組 (西倉かおり) ３組 (岡田 佳恵)

２学年 １組 (藤原 伸恵) ２組 (吉木 才三) ３組 (大迫 祐太)

３学年 １組 (藤原 隆志) ２組 (正保 葵) ３組 (藤澤奈津子)

４学年 １組 (坪田 雅詞) ２組 (西尾ルミ子) ３組 (山脇 幹子)

５学年 １組 (木村 友美) ２組 (平木 雅人) ３組 (石原 洋一)

６学年 １組 (川田桂四朗) ２組 (古谷 浩子) ３組 (山口 博之)

養護教諭 (川島 京子) 事務 (松嶋真由美)
学校司書 (篠原 千夏) 用務 (細田 高志)

学校栄養職員 (中西 照美)
給 食 調 理 (辻 ひづる) (辻村 玲子) (三好亜希子) (藤本 澄子)

(長島 優香) (石原 美穂)

販売事務 (小野田由美子) PTA事務 (山本 祐子)

退任式について
４月９日（火）には、これまで西大寺小学校でお世話になった７名の先生とお別れする式

をしました。退職・転任された先生お一人お一人の話を聞きました。 転退任される先生のお

話を聞いた後、代表の子どもたちが花束をお贈りし、全校の子どもたちの列の間を拍手でお

送りしました。先生方、元気でご活躍ください。

《 西大寺小学校を退職・転任した者 》

◎ 菅 京子・・・ご退職

◎ 神山 照子・・・ご退職

◎ 山瀬 愛子・・・ご退職

◎ 寺田奈友子・・・ご退職

◎ 袛園 元子・・・城東台小学校へ転勤しました。

◎ 直井 千佳・・・甲浦小学校へ転勤しました。

◎ 飯田 隆子・・・芥子山小学校へ転勤しました。

※保護者、地域の皆様方、西大寺小学校在勤中は大変お世話になり、ありがとうござ

いました。



今年の春は予想以上に暖かく、桜の花の時期は過ぎてしましましたが、チューリップやパ

ンジーなどの花がかわいく咲いて、１年生の入学を待っていてくれました。

４月１１日（木）、平成２５年度の入学式が行われ、９４名のかわいい１年生が入学して

きました。保護者と手をつないだ１年生が、次々にうれしそうに登校してきました。

入学式では、６年生のお兄さんお姉さんに手を引かれ、緊張した顔つきで体育館に入場し

てきました。校長先生から、「元気よくあいさつをしよう」「みんなとなかよくしよう」「交

通事故に気をつけよう」の３つの約束のお話がありました。式には、地域からたくさんのお

客様がお祝いに来てくださいました。お話の後、各クラスの担任やスタートサポーターの先

生が紹介されました。その後、５，６年生の人が歓迎の言葉の呼びかけをしっかりとした口

調で言いました。しっかりした５，6年生の態度に、1年生の人も「さすが５、6年生！」と

思ったことでしょう。

式が終わって、体育館で記念撮影をして、その後教室に帰って担任の先生からお話を 聞

きました。1年生の人は、保育園や幼稚園の行き帰りはお家の人に送ってきてもらっていま

した。小学校では、自分で歩いて登下校しなければいけません。慣れるまでは大変でしょう

が、交通ルールをしっかり守って、安全に登下校しましょう。

登下校の見守りありがとうございます
本校では、集団登校をしています。そこで、４月１７日（水）に、今年度第１回町別児童

会を行いました。PTA の地区評議員さんも参加してくださいました。町別児童会では、登校

の仕方や登下校中に気をつけることなどを話し合いました。

町別児童会が終わって、運動場に、登校班ごとに整

列しました。整列のあと、普段から、子どもたちの登

下校を見守ってくださっているワンワンパトロール隊

のみなさんの紹介をしました。

ワンワンパトロール隊代表の坂本さんから「安全な

登校のために、自分の身は自分で守ることが大切です。

交通ルールを守って安全に登下校しましょう。」また、

「下校中や一人で遊んでいるときに、知らない人から

声をかけられたら、ついて行ってはいけませんよ。」な

どという話をしていただきました。

昨年、京都府や千葉県、愛知県などで、登校中の子どもたちが事故にあうという痛ましい

事件が起きました。このことは、他校のことと捉えていてはいけません。本校でも十分注意

しなければいけないことです。これからも、交通事故に十分注意して登下校しましょう。

学校だよりに対するご意見や学校へのご意見は、℡９４２－２１５５（校長）までお願い

いたします。また、学校だよりは、学校のホームページにも掲載しています。カラーでご覧

ください。 http://www.city-okayama.ed.jp/~saidaijis/
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学校教育目標と指導の重点

「わたしが好き、あなたが好き、みんな大好き西小っ子」

○学年の「発達課題」をよりどころに、「学び合いの力」を育て、授業を充実させることで、学力を向

上させる。

○異学年とのかかわりを工夫し。日々の暮らしの中での指導や特別活動や道徳の時間での指導を充実さ

せて、ルールやマナーを大切にする心を育てる。

○生活習慣と食育と運動遊びを充実させ、自分の健康と安全のために行動できる力を育てる。

○当該年度の具体的な学校経営目標

・西大寺小学校の授業力を向上させる。

・西大寺小学校の心の教育力を向上させる。

・西大寺小学校の体づくり力を向上させる。

・西大寺小学校の組織力を向上させる。（楽しい職場）

・西大寺小学校と家庭・地域との信頼関係を構築する。

今後の主な行事予定（４月２２日(月)～５月３１日(金)まで）

4/22 月 児童朝会 家庭訪問（中野わかば、浅越） 5/10 金 参観日、ＰＴＡ総会

23 火 家庭訪問（中野北、東、南） １６ 木 合同歯科検診

24 水 全国学力学習状況調査（６年） ２６ 日 スポーツ天国

25 木 家庭訪問（金山沖、印宮、新堀、学区外） ２７ 月 26 日(日)の振替休業日

26 金 家庭訪問（本町、元町、新町、渡場町、今町、 ２８ 火 スポーツ天国予備日

掛之町）

5/2 木 校外学習(６年生)、遠足(１年生～５年生) ３０ 木 プール掃除

5/7 火 避難練習


