
西大寺小学校 学校だより ＜平成２７年度 第１号の１＞

みんな大好き

西小っ子ひろば
平成２７年４月２１日（火）

平成２７年度が始まりました。
平成２６年度末の人事異動で，前任の小原校長先生がご退職されましたので，その後任とし

て，私，有森 貢（ありもり すすむ）が，西大寺小学校の校長として着任いたしました。ピカピカの
新校舎で，子どもたちと共に，精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

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，先輩の校長先生方の
意思を引き継ぎ，折にふれて発行していきたいと考えています。学校や子どもたちの様子を，広くそ
してタイムリーに，保護者の皆様や地域の方々に発信できたらという思いで発行していきます。ご
愛読いただきますようお願い申し上げます。
毎年のことながら，各町内会の会長さんには回覧でお手間をおかけしますが，ご協力の程，よ

ろしくお願いします。

よろしくお願いします！
次の１２名の者が，新しく西大寺小学校に着任しましたので，紹介します。

◎ 有森 貢（ありもり すすむ）・・・・・玉野市立第二日比小学校から
◎ 井上 貴美子（いのうえ きみこ）・・・・・岡山市立可知小学校から
◎ 内田 知子（うちだ ともこ）・・・・・岡山市立岡山中央小学校から
◎ 岡﨑 哲哉（おかざき てつや）・・・・・岡山市立開成小学校から
◎ 小野 桂子（おの けいこ）・・・・・岡山市立宇野小学校から
◎ 中谷 和滋（なかたに かずしげ）・・・・・岡山市立芳明小学校から
◎ 河本 嘉子（こうもと よしこ）・・・・・岡山市立芥子山小学校から
◎ 甲良 文（こうら あや）・・・・・岡山市立幡多小学校から
◎ 白井 みゆき（しらい みゆき）・・・・・岡山市立清輝小学校から
◎ 大上 絢圭（おおうえ あやか）・・・・・再任
◎ 森原 義雅（もりはら よしまさ）・・・・・岡山市立高島小学校から
◎ 髙月 進次（たかつき しんじ）・・・・・岡山市立高島小学校から

お世話になりました！
次の１３名の者が，西大寺小学校を去ることになりました。

◎ 小原 和登志・・・ご退職
◎ 松嶋 真由美・・・ご退職
◎ 平木 雅人・・・岡山市立大宮小学校へ
◎ 深井 三千子・・・岡山市立七区小学校へ
◎ 浅野 瑞穂・・・岡山県立岡山聾学校へ
◎ 宮田 昌二・・・岡山市立西大寺中学校へ
◎ 岡田 佳恵・・・岡山市立横井小学校へ
◎ 森阪 加愛・・・岡山市立三勲小学校へ
◎ 片山 文雄・・・岡山市立鹿田小学校へ
◎ 石原 美穂・・・岡山市立朝日小学校へ
◎ 吉田 まゆ子・・・ご退職
◎ 表田 久美子・・・岡山市立江西小学校へ
◎ 村田 明子・・・ご退職

２０１５（平成２７）年度のスタッフです！

校長(有森貢） 教頭（平松顕一） 教務（山田素道） 生徒指導主事（山下修司）

少人数指導 （吉木 才三） 児童生徒支援 （白井 みゆき）

生徒指導員（髙月 進次） 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・学校業務アシスト職員（森高 早苗）

学力向上・学校業務アシスト職員(室山 いずみ) スクールカウンセラー（林 順子）

特別支援教育支援員 （井上 典子） （林 花織） （岸本 弘恵）

通級指導教室 <言語> (内田 知子) <情緒> (中澤 美佳)(甲良 文)

たんぽぽ １組 (藤原 香里) ２組 (大上 絢圭) ３組 (岡本 悟)

１学年 １組 (木村 友美) ２組 (河本 嘉子) ３組 (西尾 ルミ子)

２学年 １組 (正保 葵) ２組 (藤原 隆志)

３学年 １組 (西倉 かおり) ２組 (藤原 伸恵) ３組 (井上 貴美子)

４学年 １組 (小澤 文彦) ２組 (小野 桂子) ３組 (藤原 まい)

５学年 １組 (中谷 和滋) ２組 (山脇 幹子) ３組 (大迫 祐太)

６学年 １組 (杉野 浩一) ２組 (藤澤 奈津子) ３組 (川田 桂四朗)

養護教諭 (川島 京子) 事務 (岡﨑 哲哉)

学校司書 (篠原 千夏) 用務 (森原 義雅)

学校栄養職員 (中西 照美)

給 食 調 理 (辻村 玲子) (三次 亜希子) (長島 優香) (伊加 真琴)

販売事務 (小野田 由美子) PTA事務 (山本 祐子)

学校教育目標 「わたしがすき あなたがすき みんな大好き 西小っ子」

めざす子ども像 ともに聴き合い，学び合う子ども
気持ちよいあいさつができる子ども
友達を大切にし，仲良くする子ども
地域とつながり，地域を愛する子ども



西大寺小学校 学校だより ＜平成２７年度 第１号の２＞

みんな大好き

西小っ子ひろば
平成２７年４月２１日（火）

４月１０日（金），８９名のかわいい１年生が入学してきました。
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た１年生に，「目には見えないありがとうの種」
と「教科書」をプレゼントしました。そして，みんなでありがとうの花
をいっぱい咲かせてほしいと話した後，担任の先生方を紹介しました。
予想していた以上に，しっかりお話が聞ける１年生で，感心しました。
また，地域からたくさんのお客様もお祝いに来

てくださいました。ありがとうございました。
そして今週から，登校班での登校，教科書を使ってのお勉強，さ

らに，楽しみにしていた給食も始まりました。雨や風に悩まされな
がらも元気で登下校する子どもたち，きちんと並んで給食の準備や
後片付けをする子どもたち，このように順調なスタートを支えてく
ださっているのは，きっとご家庭や地域のみなさんからの温かい声
かけと見守りであると感謝の思いでいっぱいです。これからもよろ
しくお願いします。

「西大寺の子どもは西大寺の宝」
地域の子どもは，地域の住民の手で守ろう！

登下校の見守りありがとうございます！
４月１５日（水），今年度第１回目の町別児童会と恒例のワンワン

パトロールのみなさんの紹介の会を行いました。町別児童会には，
お忙しい中，PTAの地区評議員さんも参加してくださり，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。
町別児童会が終わり，運動場に登校班ごとに整列し。ワンワンパ

トロールのみなさんの紹介が始まりました。
ワンワンパトロール代表の坂本さんから「交通ルールを守って安

全に登下校しましょう。」などの呼びかけやごあいさつがありました。
１３日の放送による朝会で，「ワンワンパトロールのみなさんが１番喜ばれることは，み

んなの安全はもちろん，何より笑顔と元気なあいさつです。」と子どもたちに話しました。
お家のみなさんも，子どもたちに負けないように，ワンワンパトロールのみなさんに元気

で気持ちのよいあいさつを届けてほしいと願っています。

うれしかったこと １３日は，１年生にとって，初めて登校班で登校する日でし
た。天気は，あいにくの雨。私は，西門の辺りで子どもたちにあいさつをしていました。雨
の中でも笑顔で元気なあいさつをして過ぎる子どもたちがたくさんいたこともうれしかった
のですが，とってもとっても，うれしかったことが他にもありました。それは，高学年の子
どもたちのさりげない仕草とやさしい行動でした。
西門を出て狭い路地を歩いて行こうとする私とすれ違うとき，先頭の女の子がすっとかさ

を傾けてくれ，隣を歩いていた子の肩を自分の方へ抱き寄せ，道をあけてくれました。それ
ばかりか，その子の歩幅は，１年生が歩きやすいように狭められていました。とっさにこん
な行動ができる，小さい子に合わせて歩くことができる，とてもすばらしいと思いました。
しばらくすると，これまた先頭を歩く男の子が，大きくきれいな手さげを持って歩いて来

ました。門を入り，雨に濡れなくなる屋根の下まで来ると，「ここからは，自分で持ってい
くんよ。」と声をかけ，１年生に手さげを渡していました。１年生の子もうれしそうにうな
づいていました。「なんと心優しい光景だろう。」と，朝から癒やされ，元気をもらいました。

あたりまえのことを
きちんと

できるまでやり抜く子になろう！
始業式で子どもたちに，こんな話をしました。
「新しくなった学校で，みんなが気持ちよく生活していくため

に心がけてほしいこと，それは，『あたりまえのことを，きちん
と，できるまでやり抜く』ことです。この『あたりまえ』って，
一体何なんでしょう。いろいろある『あたりまえ』の中から，校
長先生は，『笑顔であいさつをすること』『身の回りをきれいにす
ること』から，まず始めたいと思います。」

経営の神様と言われ，パナソニックの創業者である松下幸之助氏は，取引先企業の経営が
うまくいっているかどうかをすぐに見抜いたと言われています。その判断基準は，①従業員
のあいさつ，②整理整頓，③トイレ掃除の三つで，この三つを見れば，会社の様子がおおよ
そ分かったそうです。まさに，あたりまえのことがきちんとできているかどうかで，判断し
たわけです。
あたりまえのことは，あたりまえすぎて意外に見落とされがちですが，あいさつを交わす

ことでコミュニケーションが広がり，整理整頓することで能率も上がります。また，トイレ
を美しくすることは，心磨きにもつながります。つまり，逆に考えると，このような簡単な
ことさえできない個人や組織は，当然，難しいことはできず，何事もいい加減になるという
ことです。

「誰にでもできること」を「誰にでもできないくらいやる」「徹底するまでやり続ける」
姿勢が大切であることを，これからも訴えていきたいと考えています。
ご家庭でも，お子様と話し合い，頑張ればできそうな「あたりまえ」を決めて，取り組ん

でいただきたいと思います。そして，お子様の頑張りをタイムリーに認め，ほめてあげるこ
とで，またまた頑張ろうというやる気がわいてくるはずです。学校教育目標に掲げられてい
る「頑張っているわたしがすき」と言える子どもを育てていきましょう。

今後の主な行事予定（４月２０日(月)～５月３１日(日)まで）

４月 ５月

20 月 児童朝会 家庭訪問（中野わかば、浅越） １ 金 開校記念式 １年生を迎える会

21 火 全国学力学習状況調査（６年） ８ 金 避難練習

22 水 家庭訪問（中野北、東、南) １５ 金 参観日 懇談 ＰＴＡ総会

23 木 家庭訪問（金山沖、印宮、新堀、学区外） ２１ 木 合同歯科検診

24 金 家庭訪問（本町、元町、新町、渡場町、今町、 ２６ 火 プール掃除

掛之町）

27 月 家庭訪問（中野西） ２９ 金 こども天国

30 木 校外学習(６年生)、遠足(１年生～５年生) ＊工事の関係で，本年度，スポーツ天国は
秋開催にしています。

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/


