
西大寺小学校 学校だより ＜平成３１年度 第１号＞

みんな大好き

西小っ子ひろば
平成３１年４月１９日（金）

平成の時代が終わり､令和の時代が始まろうとしています。
平成３１年度末の人事異動で､前任の有森 貢先生がご退職されましたので､その後任として､

私､田中 一郎（たなか いちろう）が､西大寺小学校の校長として着任いたしました。きれいな立派
な校舎で､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。

よろしくお願いします！
次の１０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。

◎ 田中 一郎（たなか いちろう）・・・・・ 岡山市立宇野小学校から
◎ 福武 重人（ふくたけ しげと）・・・・・・ 岡山市教育委員会指導課から
◎ 山本 秀二（やまもと しゅうじ）・・・・・ 岡山市立幡多小学校から
◎ 延原 郁恵（のぶはら いくえ）・・・・・ 岡山市立平島小学校から
◎ 草野 麻希（くさの まき）・・・・・・・・・ 新規採用
◎ 白井 裕介（しらい ゆうすけ）・・・・・・ 新規採用
◎ 平 真奈美（ひら まなみ）・・・・・・ 岡山市立可知小学校から
◎ 西江 祥子（にしえ しょうこ）・・・・・・・ 岡山市立南輝小学校から
◎ 千葉 佳貴（ちば よしき）・・・・・・・・・ 新規採用
◎ 笠本 ゆう子（かさもと ゆうこ）・・・・・・ 岡山市立豊小学校から

お世話になりました！
次の１２名の者が､西大寺小学校を去ることになりました。

◎ 有森 貢・・・・ご退職
◎ 中澤 美佳・・・ご退職
◎ 山﨑 弘子・・・ご退職
◎ 小川 和秀・・・岡山市立平井小学校へ
◎ 岡﨑 哲哉・・・岡山市立富山小学校へ
◎ 山下 修司・・・岡山市立甲浦小学校へ
◎ 杉野 浩一・・・岡山市立江西小学校へ
◎ 正保 葵・・・・岡山市立吉備小学校へ
◎ 三次 亜希子・岡山市立古都小学校へ
◎ 藤原 香里・・・岡山市立福島小学校へ
◎ 髙月 進次・・・岡山市立平島小学校へ
◎ 桒田 遥香・・・岡山市立城東台小学校へ

今年度のスタッフです！
◎担任の先生方です。

たんぽぽ １組 (林 花織) ２組 (瀧川 文) ３組 (山本 秀二) ４組 （西江 祥子）

１学年 １組 (大上 絢圭) ２組 (深田 南実) ３組 (久山 則子)

２学年 １組 (延原 郁恵) ２組 (山下 晴久) ３組 （白井みゆき）

３学年 １組 (青野 友未) ２組 (千葉 佳貴) ３組 (中谷 和滋)

４学年 １組 (小林 栄子) ２組 (白井 裕介) ３組 (山田 洋子)

５学年 １組 (山下 若菜) ２組 (福武 重人) ３組 (草野 麻希)

６学年 １組 (木村 友美) ２組 (影山 実奈子）

◎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 ・ 大原 友香

◎みんなのお世話をしてくださる先生方です。

○教 務･･･西尾 ルミ子 ○養護教諭･･･吉村 亜紀子

○専 科･･･小野 桂子 ・ 森高 早苗 ・ 中野 宏亮

○事 務･･･平 真奈美 ○司 書･･･佐藤 美鈴 ○用 務･･･大島 瑞穂

○一般指導・学校業務アシスト職員･･･森安 葉子 ・ 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

○新採用教諭指導員･･･平島 秀典 ○栄養教諭･･･定森 由宇子

○初任者研修後補充･･･岡本 利枝子 ・ 中澤 美佳

○不登校児童支援員･･･谷脇 佐知美 ○スクールカウンセラー･･･木村 明子

○特別支援教育支援員･･･井上 典子 ・ 大森 敬子 ・ 岸本 弘恵

○給食調理･･･津下 絵理 ・ 笠本 ゆう子 ・ 田中 三津子 ・ 谷 尚子

○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･･･田中 一郎

○育児休業中･･･深見 まい ・ 河本 嘉子

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



『ご入学おめでとうございます。』
『ようこそ、西大寺小学校へ』

４月１１日（木）、７９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、「あいさつの花」と「教科書」をプレゼントしました。そし
て、みんなで「あいさつの花」咲かせ続け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。
そして早速、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。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１７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､「知らない人の声か

けには答えない」など､安全に登下校するための約束とごあいさつがありました。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。

最高学年の６年生、がんばっています。
体育館で始業式をした後、その場で６年生が『学年開き』の集会を持ちました。私も
参加させてもらい、６年生に対する思いを伝えさせてもらいました。
「６年生が頑張る姿を見せれば、前向きな元気な学校になる。６年生が、下級生に
対して優しく接する姿を見せれば、温かい雰囲気の学校になる。６年生の力で西大寺

小学校を引っ張っていってほしい。始業式に臨む姿を見て、やっ
てくれると確信している。」
６年生の皆さんは、一生懸命に話を聞いてくれました。そして、そ

の後の入学式の準備や片付けでは、期待通り気持ちよく働く姿を
見せてくれました。６年生の皆さんありがとう。そして、１年間よろしく
お願いします。

今年度も「チーム西大寺 ＡＫＢ！」
を合言葉にがんばります。

始業式では､西大寺小学校の皆さんが合言葉を掲げて努力していることは素晴らし
いことなので､今年度も継続して行うことを話しました。そして､『あたりまえのこと』である
『あいさつ』と『くつそろえ』について私の思いを伝えました。

「４月１日､私は､とても緊張して西大寺小学校に来ました。その時､先生方が､とても大
きな拍手と明るい『あいさつ』で迎えてくれました。私のかちかちになっていた心が柔ら
かくなりました。やっぱりあいさつは､人の心を温かくしてくれる大切なものだと改めて感じ
ました。ここにいるみなさんとも早く仲良くなりたいので､あいさつをがんばりたいと思いま
す。みなさんからも温かいあいさつをよろしくお願いします。
『くつそろえ』はなぜ大切なのでしょうか。くつをそろえようと思うと､心が整います。心が
整うということは､心がきちんとなるということです。心を整える習慣が身に付くと､どんな
状況でもきちんとした行動ができるようになるのではないかと思います。いいことがいっ
ぱい広がっていきます。楽しみですね。」

そして､最後に次の言葉で締めくくりました。
「令和とは､『人々が美しい心を寄せ合う中で､文化が生まれ育つ。』という意味です。
この西大寺小学校でも新しい時代がスタートします。全校のみなさんが美しく温かい心
を合わせることで､さらに愛される西大寺小学校にしていきましょう。」
「Ａ：あたりまえのことを Ｋ：きちんと Ｂ：ブレずにやりぬく」

【あいさつ・そうじ・くつそろえ】

【５月の主な行事予定】 登校指導日 １０日（金）２４日（金）

７日（火）委員会 ２０日（月）放送朝会 委員会

８日（水）避難練習 学年集金日 ２４日（金）スポーツ天国準備（準備）

９日（木）新体力テスト ２６日（日）スポーツ天国

１０日（金）参観日 ＰＴＡ総会 【予備日】２８日（火）

１３日（月）全校朝会 クラブ ２７日（月）振替休業日

１４日（火）尿検査 ３０日（木）プール掃除

地域協働学校運営協議会 地域協働学校連絡会

１５日（水）尿検査 ３１日（金）プール掃除予備日

１６日（木）合同歯科検診

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。


