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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３０年度 4月11日（第１号）

“みんなが楽しい たかせ小学校”を目指して
校長 金三津 ひろみ

このたび、校長として着任いたしました金三津（かねみつ）です。開校５年目となる
たかせ小学校の子供たちが、一層「きれいな心の子」「大きな夢もつ子」「笑顔いっぱい
の子」に育つことを目指して、精一杯がんばりたいと思います。引き続き、学校の教育
目標を「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、子供たちが
「来てよかった」「明日も行きたい」と思える「歌声が響き合い、楽しくて、夢が広がる
学校づくり」に努めます。どうぞよろしくお願いいたします。
学校は、子供たちが１日の約３分の１に当たる長い時間を過ごす場所です。どの子も

安心して過ごすことのできる居場所があり、一人一人がよさや力を十分に発揮すること
ができるよう、指導・支援に努めたいと思います。とは言っても、学校生活は、子供た
ちにとって楽しいことばかりではありません。思い通りにいかず悔しい思いをしたり、
自分の思いが伝わらず嫌な思いをしたりする場面も多くあります。ご家庭では、子供た
ちのプラスの思いだけでなく、マイナスの思いも十分に受け止め、次の日また元気に学
校へ向かうことができるよう励ましていただければありがたいです。

今年も、たかせ小学校が、ここにいる全員にとって「楽しい学校」になるように、
そして、今よりもっと、笑顔がいっぱいになるように、みんなでがんばりたいと思っ
ています。そのために大事にしたいことを２つお話しします。
１つ目は、自分を大切にするということです。大切にするとは、自分を甘やかすこ

とや自分のわがままを許すこととは違います。自分自身の力を信じて、目の前の事に、
今、自分のできる精一杯の力で、取り組むということです。大きな夢をもち、未来の
自分のために、力いっぱいがんばる「たかせの子」になってください。
２つ目は、自分のことと同じように、他の人のことも大切にするということです。

学校では、大勢の人が一緒に勉強したり、活動したりします。みんなが気持ちよく、
楽しく過ごすためには、一人一人が、相手の気持ちや相手の立場を考える思いやりの
心をもつことがとても大切です。自分のために何かしてくれた相手に、素直に「あり
がとう」と言えること。そして、わざとでなくても、相手を傷つけたり、だれかを嫌
な気持ちにさせたりしてしまったときは、勇気を出して「ごめんなさい」と謝ること
ができること。「ありがとう」と「ごめんなさい」が言える、きれいな心の「たかせ
の子」になってください。
４月は、新しい自分に生まれ変わるチャンスです。去年まで苦手だったことや避け

ていたこと、話したことのない友達、やったことのない遊び、読んだことのない本、
いろいろな新しいことに挑戦し、自分自身が、新しい自分を発見してほしいと思いま
す。ここにいる先生たちは、そんなみなさんの挑戦を全力で支え、精一杯応援しよう
と、みんな張り切っています。来週の月曜日には、１年生３５人が入学し、今年のた
かせ小学校は全校で２５０人になります。２５０人の子供たちと先生方みんなで、今
年も、「歌声が響き合い、楽しくて夢が広がる 世界一楽しいたかせ小学校」をつく
っていきましょう。 （始業式の話より）

始業式で、まっすぐに顔を上げ、真剣に話を聞く子供たちの姿からは、新しい１年へ
の期待や決意があふれていました。「よりよい自分を目指したい」という一人一人の思い
や意欲をしっかりと受け止め、一歩一歩着実に前進する力へと繋いでいけるよう、わた
したち教職員もがんばりたいと思います。
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4月９日(月) 入学式
元気な新1年生３５名が入学しました

９日(月)の入学式では、新たに３５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、朝から雨模様というあいにくの天候でしたが、来賓・保護者の皆様をはじめ、
在校生、教職員が、新１年生の小学校生活のスタートを温かく見守りました。
昨年度と同様に、入場には６年生有志20名による音楽隊の「１年生になったら」の演

奏で１年生を迎えました。緊張ぎみの１年生も、素敵な演奏と在校生や来賓の皆様の力
強い手拍子に合わせて、元気よく入場することができました。氏名点呼で「はい」と元気
に返事をする姿、式辞やご祝辞などを聞く態度も小学生らしく立派でした。
式の後半には、在校生代表の６年児童が、１年生を歓迎する言葉として、たかせ小学

校の活動や「あったか言葉」の紹介を行いました。代表児童の掛け声に合わせて、１年
生がみんなで「ありがとう」と言う場面もあり、明るく元気な声が体育館中に広がりま
した。その後、５･６年生全員が二部合唱で「ビリーブ」を歌い、新入生の小学校入学と
いう大きな節目をみんなでお祝いすることができました。１年生が１日も早く学校に慣れ、
楽しく学校生活を送ることができるよう、在校生と教職員でしっかりと支えていきます。

4月５日(木) 離任式・着任式を行いました
平成29年度末の人事異動により、５名の教職員が転・退任しました。保護者の皆様には、
在任中、様々な面からご支援をいただきましたことに、深く感謝申し上げます。
また、新たに４名の教職員が着任しました。子供たちの健やかな成長と「世界一楽し

いたかせ小学校」づくりのため、精一杯、取り組もうと張り切っています。ご支援・ご
協力をお願いいたします。
〈退任・転任教職員〉
◇校 長 宮﨑 新悟 先生（退職）
◇教 諭 幅口 幸美 先生（退職）
◇教 諭 松島 昭子 先生（入善町立入善小学校へ）
◇講 師 坂井 静子 先生（黒部市立中央小学校へ）
◇養護助教諭 寺林 沙樹 先生（富山市立福沢小学校へ）

〈着任教職員〉
◇校 長 金三津ひろみ（黒部市立荻生小学校より）
◇教 諭 能澤 紀子 （魚津市立上野方小学校より）
◇講 師 笠原 一乃 （入善町立入善中学校より）
◇養護助教諭 長島 美央 （新規採用）
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平成３０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２５０名）

職 名 氏 名 学年･学級（児童数） 主な校務分掌

校 長 金三津ひろみ 総括

教 頭 弥生 優 総務、渉外、ＰＴＡ

教 諭 清水 俊之 教務主任、ＰＴＡ(副)

教 諭 滑川 和代 １年１組(34) 保健主事、幼小中美術展担当、特活推進

教 諭 中村 健志 ２年１組(20) 情報主任、清掃計画、環境整備、科学展担当

教 諭 清河 成美 ２年２組(19) 給食主任、発明くふう展担当

教 諭 能澤 紀子 ３年１組(21) 研究主任

教 諭 坪野 裕貴 ３年２組(22) 体育主任 、情報主任(副）

教 諭 稲田 真弓 ４年１組(22) 図書主任、教科書担当、道徳教育推進

臨任講師 笠原 一乃 ４年２組(22) 作品応募、拾得物担当

教 諭 飛弾 英樹 ５年１組(39) 生徒指導主事

教 諭 舛﨑 未央 ６年１組(21) 英語教育推進、児童会会計

教 諭 寺林 亜耶 ６年２組(21) 児童会活動、人権教育

教 諭 長津 秀美 わかば級(6) 特別支援教育コーディネーター

教 諭 髙嶋 未央 そよかぜ級(3) 音楽主任、特支教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（副） 、福祉教育

教 諭 安達 憲博 まなびの教室 通級指導 ※月･水・金曜日、体育主任（副）

養護教諭 大森 実咲 保健室運営、教育相談 ※育児休業中（～６月末）

栄養教諭 新保 景子 栄養指導（市給食センター勤務）

養護助教諭 長島 美央 保健室運営、教育相談

教 諭 千田 一裕 理科専科(高学年) ※水・金曜日

副 主 幹 安達 裕子 庶務・財務、給食会計

校務助手 鍛治 小巻 用務

校務助手 高橋 裕子 用務 ※午前

スタディ・メイト 泉 理恵子 ※月～金曜日 午前

スタディ・メイト 柳田 優子 ※月～金曜日

スタディ・メイト 三井 夢子 ※月～金曜日 午前

Ａ Ｌ Ｔ ｼﾞｬｯｸ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ 英会話１･２･３･５年 ※木曜日

Ａ Ｌ Ｔ ﾍﾟﾆｴﾙ･ﾊｷﾞﾝｽ 英会話４･６年 ※火曜日

英会話講師 中村 容子 ※火・木曜日

学校司書 得能千惠子 ※水・木・金曜日 午前
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子供たちの安全な登下校に 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。
ご家庭でも、大変忙しい時間とは思いますが、登校時刻が守れるよう、

今年度もご協力をお願いします。
４月は、新しく１年生が加わっての集団登校となります。子供たちが安

全に登校することができるよう、ご家庭での声掛けや見守りをお願いします。

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、ゴムひもを付けた黄色の安全帽を着用しています。安全帽を着用す
ることにより、通行する自動車の運転者に、遠くからでも、子供の存在を知らせることがで
きます。また、帽子をかぶることで、子供自身の安全意識も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。電池の消耗や故障
等で鳴らないことのないように、確認をお願いします。

スクールバスの発着にご協力を！

東布施地区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
駐しています。来校時、駐車場を利用される際には、スクールバス運行
の妨げにならない位置への駐車にご協力をお願いします。

４月・５月の主な行事予定です ☆ＰＴＡ関連行事

４月10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
11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
12日（木） 身体計測（１･４年）
13日（金） 身体計測（２･３･５･６年）
16日（月） 地区児童会／集団下校
17日（火） 全国学力･学習状況調査（6年／国語･算数･理科）防犯パトロール隊出発式（１･２年）
19日（木） 歯科検診（全学年）
20日（金） ☆PTA総会リハーサル
21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限授業終了後下校
23日（月）21日の振替休業日
25日（水）児童集会（１年生歓迎集会）
26日（木）全校リレー結団式

５月１日（火）学校集金口座振替日、防犯パトロール
２日（水）遠足（全学年）
７日（月）耳鼻科検診（１･２･３年）
８日（火）耳鼻科検診（４･５･６年）、眼科検診（全学年）
９日（水）内科検診（４･５･６年）
10日（木）内科検診（１･２･３年）、全校リレー開始
15日（火）尿検査（全学年）、防犯パトロール
17日（木）心臓検診（１年）
18日（金）黒部市小学校連合体育大会（５･６年） ※予備日は5/22(火）
30日（水）家庭訪問 第１日目
31日（木）家庭訪問 第２日目 ＊詳細は後日お知らせします。

６月１日（金）家庭訪問 第３日目


