
西大寺小学校 学校だより ＜平成３０年度 １号＞

みんな大好き
西小っ子ひろば

平成３０年４月２０日(金)

平成の最終年度がいよいよスタート！
ようこそ西大寺小学校へ。 よろしくお願いします。

次の先生方が，新たに着任されました。

◎山田 洋子（やまだ ようこ）・・・・・岡山市立竜之口小学校より
◎山下 晴久（やました はるひさ）・・・岡山市立岡南小学校より
◎久山 則子（くやま のりこ）・・・・・岡山市立三勲小学校より
◎青野 友未（あおの ともみ）・・・・・岡山市立江西小学校より
◎深田 南実（ふかだ みなみ）・・・・・新採用
◎定森由宇子（さだもり ゆうこ）・・・・岡山市立竜之口小学校より
◎大島 瑞穂（おおしま みずほ）・・・・岡山市立上南中学校より
◎小林 栄子（こばやし えいこ）・・・・岡山市立豊小学校より
◎佐藤 美鈴（さとう みすず）・・・・・高梁市立川上小学校より
◎安井 真弓（やすい まゆみ）・・・・・岡山市立朝日小学校より
◎正富 規子（まさとみ のりこ）・・・・新採用
◎平島 秀典（ひらしま ひでふみ）・・・岡山市立陵南小学校より
◎岡本利枝子（おかもと りえこ）・・・・新採用

たいへんお世話になりました。お元気でご活躍ください。
次の先生方が，西大寺小学校を去ることになりました。

◎吉木 才三・・・ご退職（再任用教諭として岡山市立江西小学校へ）
◎寺本 真哉・・・ご退職（新採用教諭として兵庫県尼崎市立潮小学校へ）
◎吉田 恭子・・・ご退職
◎藤原 伸恵・・・岡山市立幡多小学校へご栄転
◎川田桂四朗・・・岡山市立旭操小学校へご栄転
◎岡本 悟・・・岡山市立可知小学校へご栄転
◎森原 義雅・・・岡山市立横井小学校へご栄転
◎篠原 千夏・・・岡山市立操南小学校へご栄転
◎山本美澄瑞・・・岡山市立伊島小学校へご栄転
◎湯本 昌代・・・岡山市立平井小学校へご栄転

今年度も，変わらぬ「めあて」をもって取り組みます！応援よろしくお願いします！

学校教育目標 「わたしが好き あなたが好き
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
あたりまえのことがあたりまえにできる子ども

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

教職員の合言葉「凡事徹底」（ぼんじてってい）
「A：あたりまえのことを K：きちんと B：ブレずにやりぬく」 チーム西大寺
「A：あたりまえのことに K：感謝する B：ブレない心をもつ」 AKB軍団

平成３０年度の教職員を紹介します。
担任の先生方です。

１ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組

たんぽぽ学級 中澤 美佳 藤原 香里 白井みゆき 大上 絢圭

１ 年 黒川 若菜 正保 葵 青野 友未

２ 年 山田 洋子 髙月 進次 小林 栄子

３ 年 出水 慎一 山﨑 友香 久山 則子

４ 年 深田 南実 山下 晴久 髙橋実奈子

５ 年 中野 宏亮 小野 桂子

６ 年 木村 友美 西尾ルミ子 中谷 和滋

通級指導教室担当の先生方です。
○ことば・・内田 知子 ○情 緒・・鳥越 典子 ・ 林 花織
みんなのお世話をしてくださる先生方です。
○教 務・・小川 和秀 ○生徒指導・・杉野 浩一 ○養護教諭・・吉村亜紀子
○事 務・・岡﨑 哲哉 ○司 書・・佐藤 美鈴 ○用 務・・大島 瑞穂
○専 科・・山﨑 弘子 ○少人数指導・・山下 修司 ○児童支援・・森高 早苗
○生徒指導員・・桒田 遥香 ○ALT（英語指導）・・オメル ファルク ゾルル
○主幹教諭後補充・学校業務アシスト職員・・安井 真弓
○習熟度別サポーター・学校業務アシスト職員・・正富 規子
○一般指導・学校業務アシスト職員・・森安 葉子
○不登校児童生徒指導員・・谷脇佐知美 ○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・岸本 弘恵・大森 敬子
○新採用教諭指導員・・平島 秀典 ○初任者研修後補充・・岡本利枝子
○栄養教諭・・定森由宇子
○給食調理・・三次亜希子・津下 絵理・伊加 真琴・田中三津子
○販売事務・・小野田由美子 ○ＰＴＡ事務・・山本 祐子
○教 頭・・八田 卓二 ○校 長・・有森 貢
＊育児休業中・・瀧川 文・深見 まい・河本 嘉子

５月の主な行事予定 登校指導日 １０日（木）・２５日（金）

２日（水）学年集金日 クラブ決め １７日（木）合同歯科検診
代表委員会 １８日（金）スポーツ天国準備（午後）

７日（月）全校朝会 委員会活動 ２０日（日）スポーツ天国
避難練習（予備日９日） 【予備日２２日（火）】

１０日（木）ノーメディアデー ２１日（月）振替休業日
１１日（金）参観日 ＰＴＡ総会 ２３日（水）プール掃除

山の学校説明会 ２５日（金）体力テスト
１４日（月）放送朝会 委員会活動 ２８日（月）学年朝会 クラブ活動
１５日（火）全校漢字大会 ３１日（火）お話タイム（短縮６校時）
１６日（水）地域協働学校運営協議会 地域協働学校連絡会



新年度のスタートにあたり
素早い対応 風の如く

学び合う授業 林の如く
教育への情熱 火の如く
ブレない姿勢 山の如し

野球界では中心打者のことを
「不動の４番」と呼びます。

私も「不動の４年目」でありたい
と思い，次のようなことを始業式
で子どもたちに話しました。

みなさん，おはようございます。そして，ご進級おめでとうございます。みん
な元気で，やる気あふれる輝く瞳で，そして，３月の修了式で話した，１年間を
振り返り，考え，気持ちを切り替えて，こうして体育館に集まることができてい
ることが，今のきちんとした姿勢や聴く態度に表れていることを，たいへんうれ
しく思います。
いよいよ今日から，新しい学年での１年間がスタートします。今の，どきどき

わくわくしている気持ち，心地よい緊張感を忘れないで，西大寺小学校で生活す
るみんなが「幸せに過ごすことのできる」，そんな１年間になるよう頑張ってい
きましょう。

さて，みなさんは，「三日坊主」という言葉を聞いたことがありますか。やろ
うと決めて始めたことをすぐに諦めてしまうこと，長続きしないことのたとえと
して使われています。
「継続は力なり」という諺があります。自分を信じ，努力を続けること，やる

と決めたことをやり続けることの大切さを教えてくれる諺です。
今日は，校長先生にとって，西大寺小学校で４回目の１学期の始業式です。こ

れまで３年間，いつも同じことをみんなに話し続けてきました。「継続は力なり」。
だから今日もこれまでと同じことを話します。
「チーム西大寺 AKB！」
「チーム西大寺」とは，西大寺小学校で生活する子どもたち，先生方，みんな

が一つのチームになるということ，みんなが同じ目標に向かって頑張り続けると
いう意味です。
「AKB」のAは「あたりまえのことを」，Kは「きちんと」，Bは「ブレずにや

り抜く」。「ブレずにやり抜く」とは，「できるまで，あきらめたりいいかげんに
したりせず，粘り強く続ける」という意味です。
特に大切にするあたりまえはこの３つ。「あいさつ」「そうじ」「くつそろえ」
もうひとつの「AKB」のAは「あたりまえのことに」，Kは「感謝する」，Bは

「ブレない心をもつ」。すなわち「毎日こうして学校に通い，友達と一緒に勉強
したり遊んだりできることなど，全てのことにありがとう
の心をもって生きていく」という意味です。
「誰にでもできそうなあたりまえを，誰にでもできない

くらいやる」そんな子ども，そんなクラスが増えていくこ
と，西大寺小学校が笑顔とありがとうでいっぱいになるこ
とを，校長先生は楽しみにしています。１年間，先生方と
一緒に頑張っていきましょう。

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/

毎年のことながら，各町内会長様には，回覧でお手間を
おかけしますが，ご協力よろしくお願いいたします。

７８名の新入生が仲間入り！
１２日（木）入学式。真新しい服に身を包み，ピカピカの１年生が入学してきまし

た。今年の桜は入学まで待ってくれませんでしたが，高学年のお兄さんやお姉さん，
来賓のみなさんに迎えられ，立派に入学式を終えることができました。
教科書とともに，楽しい小学校生活を送ることができる「仲良し言葉」をお祝いの

プレゼントとしました。
一つは「ありがとう」もう一つは「ごめんなさい」。この二つの「仲良し言葉」で

たくさんのお友達と笑顔で過ごすことのできる，素敵な西大寺の子どもになってくれ
るよう願っています。
今年の入学式で感心したことがあります。それは，きちんと話が聴ける子どもたち

であること，あいさつがきちんとできる子どもたちであることです。これからの成長
が楽しみになりました。このよさをもち続けていくことができるよう，私たちも頑張
らねばと気持ちを新たにしています。

ちょっと考えて！ －「天国と地獄の長い箸」というお話－
入学式の「お祝いの言葉」の中で，PTA 会長さんが素敵なお話をしてくれました。

ぜひ，お伝えしたいと思い，自分なりに味わい直しながら綴ってみます。
ある時，弟子の一人から「天国と地獄の違いは何でしょうか」と尋ねられたお釈迦様

は，天国の食事の様子と地獄の食事の様子を，それぞれ弟子に見せてくれました。
天国にも地獄にも真ん中に大きなテーブルがあり，その上には，たくさんの料理が並

んでいます。そして１メートル以上もある長い箸が人数分，置いてありました。
弟子はまず，地獄の食事の様子をのぞいてみました。すると，お腹がすいている人た

ちは長い箸を持って食べようとしますが，あまりに長い箸なので，うまく扱えなくて，
自分の口になかなか料理が入りません。そして，自分が食べたい物を先に取られてはな
るものかと，人々はけんかを始めました。「それは俺が食べるんだ！邪魔をするな」「何
を言うか！俺が先だ」「うるさい！」「何だと！」イライラして，みんな当たり散らし
ています。結局，地獄の人たちは，いつまでも，誰も食べられずにいるのです。
弟子は次に，天国の食事の様子をのぞいてみました。部屋の様子は全く同じですが，

天国の人たちは，けんかもせず，おだやかな顔をして，楽しそうにおいしく料理をいた
だいています。その理由は，天国の人たちは自分の箸を自分が食べるために使うのでは
なく，人に食べさせてあげるために使っていたからです。「あなたは何が食べたい？は
い，どうぞ」「次は交代して，はい，どうぞ」というように，目の前にあるおいしい料
理を長い箸でつまんでは，目の前にいる人の口に運びます。これを繰り返すことで，み
んなは大満足，仲良く幸せな気持ちで食事を終えることができました。
天国の人たちは，自分がお腹がすいていることよりも，まず，目の前にいる人のこと

を考えて料理を分け合い，その人の口に料理を運んであげていたのです。地獄の人たち
は，自分のことばかり考えているために，最後まで料理を食べることができませんでし
た。つまり，地獄の人たちにとっては邪魔な長い箸も，天国の人たちにとっては人と人
とをつなぐありがたい道具であったということです。
天国の食事の様子と地獄の食事の様子を見比べた弟子は，お釈迦様にこう言いました。

「なるほど，よく分かりました。全く同じようなことでも，心のもち方ひとつで，天国
にもなるし，地獄にもなるのですね。」と。
この話を聴きながら，本校の教育目標にも大いにつながると思いました。天国と地獄

の分かれ目は「自分さえよければ，人のことなんてどうでもいい」という考えをもつの
か，「まずは相手のことを大事に」という考えをもつのかで決まる。すなわち，自分を
好き・大事にするには，まず相手を好き・大事にすること，それが，みんなへと広がり，
自分へと返ってくるということ。体育館でこの話を聴いた高学年の子どもたち，「長い
箸」を，自分のために使うのか，友達のために使うのか，これからの学校生活で，そこ
が大事になってくることに気付いてくれていてほしいと願っています。
さらに，働き方改革が叫ばれている中，私たち教職員が合言葉としている「働くとは，

端を楽にすること」ともこの話はつながっています。家族も同じです。誰もが多忙な毎
日です。誰がどんな仕事を担っているのかに関心と感謝の気持ちをもちながら仕事をす
ること，毎日を過ごすことが，働き方改革，そして自分改革の第一歩だと考えています。
本年度も，たまに掲載「ちょっと考えて！」「ちょっと知っといて！」ご愛読ください。


