
新しい学年がスタートしました！
～ 一人一人の個性を尊重した教育に努めます ～

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。

令和４年度は、新たに４２名の元気な１年生を迎え、全校児童２７３名で新年度をス

タートいたします。新型コロナウィルス感染拡大の収束を見ない中、まだまだ予断を許

さない状況にありますが、学校として可能な限りの対策を講じつつ、お子様お一人お一

人の安全に配慮しながら、その個性や可能性を最大限に伸ばしていけるよう、教職員一

同、全力で取り組んでまいります。

まず最初に、本市では児童の出席番号（名簿）は男女混合となっています。そのため、

様々な学校生活や教育の中で、あえて性別で区別する必要のない場面では男女混合とし、

併せて、児童の呼名（敬称）についても、男女とも「さん」で統一しておりますことを、

改めてお知らせしておきます。

これらのことは、人権教育の観点からも、「男子だから・女子だから」ではなく、また、

障害があるとかないとかでもなく、様々なバイアス（偏見・先入観）を排除し、その子

らしさが最大限に発揮できるよう、一人一人の個性を尊重していく取組の一環でもあり

ます。

また、本校は「みんなでつくるみんなの“安小”」を合言葉に学校運営を進めておりま

すが、昨年度は、授業参観や育友会行事の折ごとに感染が拡大し、何かと制限のかかる

中、学校にお越しいただくことのできない状況が続きました。今年こそはと念じつつ、

安心して学校にお越しいただけるよう､その都度方法を工夫してまいりますので､子供た

ちの様子をご覧いただければ幸いに存じます。

児童の皆さん、校訓に示す「強く､正しく､仲よく」､そして､「元

気なあいさつ」が安楽川小の良さです。この良さをさらに磨いて
みが

いきましょう！

最後になりましたが、母校での勤務３年目となりましたが、保

護者の皆様、地域の皆様には、安楽川小学校の大応援団として、

本校教育活動の充実に更なるご支援、ご協力を賜りますようよろ

しくお願いいたします。

校報 絆 （きずな）〈４月号〉

〈校訓〉「強く・正しく・仲よく」 （＋元気なあいさつ） 紀の川市立安楽川小学校

〈育てたい児童の姿〉

夢と希望を持ち、自ら進んで学習に取り組む子供 令和４年４月１１日

自分も友達も大切にし、思いやりのある子供 文責：校長 原 寿宏

心身ともにたくましく、ねばり強く挑戦し続ける子供



◆ こんな学校をめざします！

① 学校教育目標

人権尊重の精神を基盤に、知・徳・体の調和のとれた児童の育成を図る。

知 ・・・・ 「確かな学力」の定着・向上 人権尊重の精神 とは

徳 ・・・・ 「豊かな心」の育成 ・ 人権を守ろうとする意識・意欲

・ 人権に関する知識理解

体 ・・・・ 「健やかな体」の育成 ・ 人権感覚(人権に対する感度)

② 育てたい児童の姿

【校訓】 「強く、正しく、仲よく」 （ ＋ 「元気なあいさつ」 ）

子供たちへのメッセージとして、「校訓」のようなものを示したいとの思い

で、 校歌の歌詞などを参考にしながら、子供たちにも分かりやすい言葉で整理しま

した。

（１） 夢と希望を持ち、自ら進んで学習に取り組む子供

（２） 自分も友達も大切にして、思いやりのある子供

（３） 心身ともにたくましく、ねばり強く挑戦し続ける子供

③ めざす学校の姿

「地域と共に歩む学校」
【保護者・地域の皆様との合言葉】

「みんなでつくる みんなの“安小”」 ご協力よろしくお願いいたします。

（１） 子供たちが自慢したくなる学校

（２） 家庭や地域から信頼される学校

（３） 活力ある地域コミュニティづくりに貢献する学校

④ 在るべき教職員の姿

「優しさと誠実さを備え、高い志をもって、子供と学び合う教職員」

（１）子供一人一人の個性を引き出し可能性を伸ばす教職員

（２）規律を重んじ、子どもと真剣に対峙する教職員

（３）自己研鑽に励み、指導力を高め合う教職員



◆教職員と学級編成 （入）：転入

校 長 原 寿宏

教 頭 北田 富祐子(入)

教務主任・専科(4～6年理科) １－Ａ 八木 実紀(入) なかよしA
み き

大和久 智志 １－Ｂ 潰滝 萌々子 加納 桃子

専科(3～6年音楽､5･6年家庭､ ２－Ａ 奥田 裕也 なかよしB

4年図工) 岩﨑 和美 ２－Ｂ 松山 桃子 松原 猛真(入)
た け ま さ

養 護 堀口 陽子 ３－Ａ 森奥 健太 なかよしC

事 務 西岡 加奈恵(入) ３－Ｂ 本多 陽菜(入) 安田 沙代子
は る な

学校司書 山田佳世子 ４－Ａ 林 秦司 なかよしD

校 務 員 塚田 里恵 ４－Ｂ 小田 優子 松本 千裕

介 助 員 津田 文江 (旧姓：村山) (旧姓：村居)

介 助 員 十倉 哲雄 ５－Ａ 茅原 真識(入) 学習支援
ま さ と

外国語指導員 増田裕司 ５－Ｂ 岩中 理惠 津田 尚也

ICT支援員 原 浩久 ６－Ａ 本多 悠子 松下 東華(入)
と う か

遠藤麻由(入) ６－Ｂ 水上 貴光 （本校産休補充から）

スクールカウンセラー 溝端かおる 山田 由美子(入)

看護師

◆ 転入ごあいさつ 岡野 政恵

亀田 美恵子

学級担任

学校は集団生活の場です。

子供たちは、様々な個性をもった友達・先生と

過ごす中で、いろんなことを学んでいきます。

時には友達関係がうまくいかなかったり、トラブルになったりすることがあ

るかもしれません。

何か問題や気になることがありましたら、連絡帳や電話など、どのような

方法でも結構ですので、遠慮なく担任までお気軽にご相談ください。

茅原(長田小から)、松原(岩出市立山崎小から)

西岡(新規)、本多陽菜(新規)、

北田(調月小から)、八木(東貴志小から)

この他

山田由美子(丸栖小から)、松下(本校産休補充か

ら)、遠藤（新規）の３名も、新たに本校のメンバーと

なりました。どうぞよろしくお願いいたします。

どんなことでも、遠慮なく担任にご相談ください！



４月の行事予定 （変更することがあります。）

【令和４年度の時間割について】

◆令和３年度と日課等に変更はありません。

◆各学年の各曜日の授業時間数（時間割）は以下のとおりとなります。

月 火 水 木 金

１年生 ５時間 ５時間 ５時間 ５時間 ５時間

２年生 ５時間 ６時間 ５時間 ５時間 ５時間

３年生 ５時間 ６時間 ５時間 ６時間 ６時間

４～６年生 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間

・ １年生は、毎日５時間授業となります。
・ ２年生は、火曜日のみ６時間授業となります。

(その他の曜日は５時間授業です。）
・ ３年生は、火・木・金曜日が６時間授業となります。

（月・水曜日のみ５時間授業となります。）

・４年生以上は、水曜日を含め、毎日６時間授業となります。
ただし、４年生は、５・６年生が委員会活動を行う水曜日のみ５時間

目までとなります。
また、水曜日の下校時刻は、通常５時間授業日課より早まり、次の

とおりとなります。
【水曜日の下校時刻】 ４～６年生 ・・・・ １５：００ころ

１～３年生 ・・・・ １４：００ころ
（通常５限までの日・・・１４：３５／通常６限までの日・・・１５：３０）

４／８（金）新任式･始業式(11:30頃下校） ４／15（金）登校観察

４／11（月）給食開始(2～6年)(1年4/15) ４／18（月）集団下校(14:30)

(在校生12:15下校）入学式(14:00) ５／６（金）遠足【予備日5／10（火）】

(1･2年:ｽﾎﾟﾚｸ／3･4年･桃源郷／

◆1年生下校指導 5･6年:野遊びの丘)

(地域の方々が引率してくださいます）

４／12（火）～14（木）(11:30頃～) ◆授業参観

４／15（金）･18（月） (14:30頃～) ４／20（水）～４／22（金）３分散

(13:05～13:50 14:00下校)

◆各種検診 ◆家庭訪問

４／12（火）身体測定(2～5年) ４／25（月）～28（木）

４／13（水）視力(3年)・聴力(5年)

４／14（木）視力(5年)・聴力(3年) ◆育友会役員会 ４／15（金）18:30

４／15（金）視力(6年)・身測(1年) 【延期の場合あり】

４／18（月）視力(4年)・聴力(2年) ◆育友会総会 書面決議

４／19（火）視力(2年)・聴力(1年)

４／20（水）視力(1年) ◆運動会 ６／４（土）




