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黒部市立たかせ小学校 学校だより

たかせの子
平成２９年度 4月11日（第１号）

2年目となりました

“歌声が響き合い、楽しくて、夢が広がる学校”を目指して
学校長 宮 﨑 新 悟

お子様のご進級、おめでとうございます。昨年度に引き続き校長
を務めます宮﨑でございます。２年目となりました。子供や教職員
のために、また、保護者の皆様のために、誠心誠意、職責を果たし
たいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
たかせ小学校は、今年度開校４年目。学校教育目標は、これまで

と同様に「素直な心とたくましい体で、進んで学ぼうとする子の育
成」とし、「きれいな心の子」「大きな夢もつ子」「笑顔いっぱいの
子」の育成をしたいと考えています。具体的な教育活動や教育実践
につきましては折りに触れてお伝えしたいと思います。
昨年度は、本当に充実した学校経営を行うことができました。保

護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力の賜と感謝しております。学校が安全で楽し
い場所であることは、全ての教育活動の基盤です。今年度も目指す学校の姿を「歌声が
響き合い、楽しくて、夢が広がる学校」とし、「子供たちにとって楽しい学校」、また、「教
師にとっても楽しくやりがいのある学校」になるよう、学校経営を行いたいと思います。
これまでと同様、皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。

児童数は25９名 平成2９年度がスタートしました
４月６日(木)に、平成29年度始業式を行いました。始業式に臨む子供たちの態度は大

変立派で、素晴らしいものでした。式辞では、たかせ小学校を“世界一楽しい学校”に
するために子供たちに頑張ってほしいことを三つ話しました。（以下、式辞抜粋）

（～前略～）たかせの子の３つの姿、「きれいな心の子」「大きな夢もつ子」「笑
顔いっぱいの子」を大切にしながら、たかせ小学校が、誰もが通いたい、入
学したい「世界一楽しい学校」、どんな先生も仕事をしたい「世界一楽しい学
校」になるように、次の三つのことを頑張ってほしいと思います。
一つ目は「友達と仲良くする」ことです。友達と仲良く勉強したり遊んだりす

るからこそ、学校は楽しいのです。では、友達と仲良くするためには、どうしたら
いいのでしょう。それは、たかせ小学校の宝物である「あったか言葉」をたくさん
使うことです。「おはよう」「さよなら」と明るい挨拶を交わしたり、「ありがとう」「ご
めんなさい」などの温かい言葉を交わしたりすることが大切です。新学期は
「友達と仲良くする」チャンスがたくさんあります。
二つ目は「健康にすごす」ことです。病気になったり、けがをしたりすると、楽

しくありませんね。健康であることが大切です。生活リズムを整え、睡眠をたっ
ぷりとる、食事をしっかりとることが大切です。また、学校ではルールを守って行動することが大切です。
廊下を走ったりすることのないようにしたいですね。
三つ目は「しっかり勉強する」ということです。学校は勉強するところです。ひょっとすると、勉強は苦

手だな、勉強はいやだなと思っている人がいるかもしれません。でも、勉強はすごく楽しいことなんで
す。なぜなら、勉強することで、分からなかったことが分かるようになったり、出来なかったことが出来る
ようになったりするからです。分かることが増えたり、出来ることが増えたりすると嬉しい気分になります。
パワーアップノートも頑張ってください。 （～後略～）
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4月10日(月) 元気な新1年生４３名が入学しました
10日(月)に入学式を行い、新たに43名の１年生がたかせ小学校の仲間入りをしました。

当日は、暖かく穏やかな日に恵まれ、1年生の小学校生活のスタートを、来賓・保護者の
皆様をはじめ、在校生、教職員が晴れ晴れとした気持ちでお祝いしました。
今年は入退場の演奏を６年生15名が器楽演奏で担当してくれました。１年生は、やや

緊張ぎみでしたが、「１年生になったら」の演奏と手拍子に合わせて嬉しそうに歩いてい
ました。氏名点呼では一人一人が「はい」と元気に返事をして立ち、180度回って在校生や保
護者の皆さんに顔を見ていただくことができました。また、式辞やご祝辞などを聞く態度も
落ち付いており、お祝いの言葉に対して、「ありがとうございます」と立派にお礼を言うこと
ができました。頼もしい１年生です。学校に早く慣れて、健康や安全に気を付けながら、楽
しい小学校生活を送ってほしいと願っています。なお、新たな試みとして、５･６年生が二
部合唱で「ビリーブ」を歌い、入学式に華を添えてくれました。素敵な歌声に大きな拍
手が送られました。今年度は市の音楽会に出演する年です。今から音楽会が楽しみです。

4月6日(木) 離任式・新任式を行いました
平成28年度末の人事異動により、６名の教職員が転任し、７名の教職員をお迎えしました。

〈退任・転任教職員〉
◇教 頭 森内 裕之 先生（富山県教育委員会･生涯学習･文化財室へ）
◇教 諭 橋本 陽子 先生（黒部市立石田小学校へ）
◇教 諭 富山有紀子 先生（黒部市立若栗小学校へ）
◇教 諭 滝川 杏子 先生（黒部市立桜井小学校へ）
◇教 諭 若島 肇 先生（黒部市教育センターへ）
◇講 師 浦田 佳子 先生（朝日町立さみさと小学校へ）

〈新任教職員〉
◇教 頭 弥生 優 先生（黒部市立生地小学校より）

地域の皆様・保護者の皆様の声を聴きながら、子供たちが心豊かで賢く健やかに育つよう尽力いたします。
◇教 諭 安達 憲博 先生（黒部市立中央小学校より）

新しい出会いを大切にし、「Go! Go! 5(ﾌｧｲﾌﾞ)」のように、元気溢れる学年を目指して頑張ります。
◇教 諭 清水 俊之 先生（黒部市村椿小学校より）

歌声とあいさつの素敵な子供たちとともに、充実した毎日を過ごしていきたいと思います。
◇教 諭 中村 健志 先生（黒部市立荻生小学校より）

元気いっぱいの１年生と一緒に、一日一日を大切にしながら頑張っていきたいと思います。
◇教 諭 稲田 真弓 先生（黒部市立中央小学校より）

明るく、元気いっぱいな子供たちと一緒に、“世界一楽しい小学校”を目指して、1日1日を大切に
過ごしたいと思います。

◇教 諭 髙嶋 未央 先生（新規採用）

今年度より教員になりました。子供たちの気持ちにより添いながら、共に考え、学び、成長していき
たいと思います。

◇臨任講師 坂井 静子 先生（黒部市立石田小学校より）

美しい歌声と元気なあいさつのできる子供たちと一緒に生活できることをうれしく思います。一日一
日を大切に、一生懸命頑張ります。
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平成２９年度・たかせ小教職員

担当学年・学級及び主な校務分掌（全校児童数２５９名）

NO 職 名 氏 名 学年･学級(児童数) 主な校務分掌 ※勤務形態

１ 校 長 宮﨑 新悟 総括

２ 教 頭 弥生 優 総務、渉外、ＰＴＡ

３ 教 諭 清水 俊之 教務主任、ＰＴＡ(副)

４ 教 諭 幅口 幸美 １年１組(20＋1) 清掃計画、特支ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(副)

５ 教 諭 中村 健志 １年２組(20＋②) 環境整備、人権教育

６ 教 諭 松島 昭子 ２年１組(23) 研究主任

７ 教 諭 清河 成美 ２年２組(22) 給食主任

８ 教 諭 滑川 和代 ３年１組(22＋1) 保健主事、道徳教育推進、校内新採

９ 教 諭 髙嶋 未央 ３年２組(22＋2) 福祉教育、児童会会計

10 教 諭 坪野 裕貴 ４年１組(19) 情報主任、体育主任（副)

11 教 諭 稲田 真弓 ４年２組(19＋1) 図書主任､教科書担当､英語活動推進

12 教 諭 寺林 亜耶 ５年１組(22) 児童会活動(副) 情報主任(副）

13 教 諭 安達 憲博 ５年２組(21) 体育主任

14 教 諭 舛﨑 未央 ６年１組(21) 児童会活動、音楽主任

15 教 諭 飛弾 英樹 ６年２組(21) 生徒指導主事

16 教 諭 長津 秀美 わかば級(5) 特別支援コーディネーター

17 臨任講師 坂井 静子 そよかぜ級(②) 作品応募、取得物担当

18 養護教諭 大森 実咲 保健室運営、教育相談

19 栄養教諭 新保 景子 栄養指導（給食センター勤務）

20 教 諭 橋本 陽子 ことばの教室 通級指導 ※毎週水・金

21 教 諭 千田 一裕 理科専科(高学年) ※毎週水・金

22 非常勤講師 ○○ ○○ 英語専科 ※毎週火・木

23 非常勤講師 ○○ ○○ （※３年２組） 新採指導 ※毎週二日間

24 副 主 幹 安達 裕子 庶務・財務 給食会計

25 校務助手 鍛治 小巻 用務

26 校務助手 高橋 裕子 用務 ※月～金／午前

27 スタディメイト 泉 理恵子 ※月～金／午前

28 スタディメイト 柳田 優子 ※月～金／午前

29 スタディメイト 三井 夢子 ※月～金／午前

30 Ａ Ｌ Ｔ ｼﾞｬｯｸ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ 英会話１～６年 ※毎週火・木

31 英会話講師 中村 容子 英会話３～６年 ※毎週火・木

32 図書推進員 得能千惠子 ※毎週 水・木・金／午前
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子供たちの登下校 今年度も、ご協力をお願いします

学校への登校時刻（７時４０分～８時）

本校の登校時刻（学校到着時刻）は、７時40分から８時です。各家
庭におかれましては、朝の大変忙しい時間ではありますが、登校時刻
が守れますよう、今年度もご協力をお願いします。
また、４月は、新しく１年生を加えての集団登校となります。子供

たちが安全に留意して登校できますよう、ご配意をお願いします。

黄色の安全帽をかぶって登下校を！

子供たちは登下校時に、ゴムひもをつけて黄色の安全帽をかぶります。安全帽は、遠くから
でもお子さんの存在が分かるようにするためです。帽子をかぶることで、お子さん自身の安
全意識が高まるようにと願っています。

防犯ブザーの着用を！

子供たちを犯罪から守るために、防犯ブザーを着用するよ
うお願いします。電池が消耗して鳴らない場合もあります。
時々確認していただきますようお願いします。

スクールバスが常駐します

今年度より、東布施児童が登下校に利用するスクールバス
が、本校駐車場に常駐することになりました。それに伴い、児童の送迎は駐車場発着となります。
毎日早朝に10分～15分程度アイドリング点検が必要となることから、駐車場近隣宅への騒音の影
響が小さくなるように、駐車位置を駐車場中央の後方（山側）としました。来校の際には、スク
ールバスの発着の妨げにならない場所に駐車していただきますよう、お願いします。

４月・５月の主な行事予定です ☆ＰＴＡ関連行事

４月６日（木） 平成29年度始業式、離任式、着任式
７日（金） 給食開始、入学式準備 ＊鷹施中学校入学式
10日（月） たかせ小学校入学式 ＊給食なし
11日（火） 小教研学力調査（国語：3～6年／理科：４～6年） １年生給食開始
12日（水） 小教研学力調査（算数：3～6年／社会：４～6年） １･２年生交通安全教室
13日(木） 歯科検診（全学年）
14日（金） 身体計測（全学年） 地区児童会／集団下校
17日（月） 市小教研全体研修会（教員研修のため午後から授業なし）
18日（火） 全国･学力学習状況調査（6年／国語･算数） 防犯パトロール隊出発式（１･２年）
21日（金）耳鼻科健診（上学年） 眼科検診（全学年） ☆PTA総会リハーサル
22日（土）☆学習参観、学校説明会、PTA総会、学年･学級懇談会、PTA歓送迎会（扇寿）

※児童は弁当持参、５限までの授業後下校
24日（月）振替休業日
25日（火）耳鼻科健診（下学年）
26日（水）児童集会／１年生歓迎集会
27日（木）バス遠足
29日（土）㊗昭和の日

５月１日（木）学校集金口座振替
２日（金）☆市P連総会
７日（日）富山県「県民ふるさとの日」記念式典 教育文化会館（特別合唱団出演）
19日（金）黒部市小学校連合体育大会 ※予備日は5/23(火）
24日（水）家庭訪問 第１日目（東布施・山田・南田家） ＊詳細は後日
25日（木）家庭訪問 第２日目（南田家・神谷・田家野・鏡野）
26日（金）家庭訪問 第３日目（荒町・北田家・阿古屋野）


