
昨年４月、初めての学校だより

に私の「経営理念」を述べさせて

いただきました。それから一年、

常にその理念を私自身の学校経営

の評価指標としてきました。年度

末の先月、私は『I am ok.』、そし

て『Change our mind.』に向けて、

動きつつあるという確かな手応えを感じていると述べ

ました。 

そこで、やはり新年度のスタートに当たっての巻頭

言では、「初心忘れるべからず」ということで、私の経

営理念を述べさせていただくことにしました。 

しかし、２年目ということで、次の段階へのバージ

ョンアップをお誓いして…。 

 

１ 学校経営の基本 

   「自由、闊達、夢」。学校は、学びのある場でなけ

ればならない。子どもが学び、教師が学び、地域が

学ぶ。そのような場でこそ、子どもたちは喜び、確

かな成長をとげていく。こうした場を創るために、

子ども、教師、保護者、地域が共同していく学校が

よい学校である。 

 ◎学びのある学校は、「自由」である。 

  規律ある生活の中で、己の判断で行動しようとす

る子どもたちを育てたい。そのためには、一方的に

与えるだけでなく、時間がかかっても小さいうちか

ら常に「判断」させることが大事である。よいもの

は認め、間違いは正す。私たちの学校は、そうした

子どもたち  を支える場でありたい。 

 ◎学びのある学校は、「闊達」である。 

  知る、発見する、共同する、追求する、達成する

喜びを伝えたい。そのためには、目先のことにとら

われず、２１世紀を生き抜くための「生きる力」を

身につけさせたい。私たち教師、保護者、地域は、

そのような大きな視点で子どもたちに接すること

が大事である。私たちの学校はそのような場であり

たい。 

 ◎学びのある学校は、「夢学校」である。 

   小さな「想い（夢）」を子どもたちがもてる学校

にしたい。大きな「想い（夢）」を教師、保護者、

地域がもてる学校にしたい。そして、その想い（夢）

の実現に向けて、組織的に前進する学校でありたい。

私たちの学校は、そのために、教師、保護者、地域

が連携して、情報を双方向で送受信し、共有し、子

どもの健康、安全を守り、自己実現を支える場であ

りたい。 

２ 経営の努力点 

  学校で日々子どもたちを支えるのは、教師である。

教師が愛情をもって、その子の未来を考えなければ

ならない。教師が夢をもち、愛情をもって接すれば

子どもは変わる。一人一人が経営的視点をもてば、

学校も変わる。そのために私たちは、己の人間性、

教育観を高めるために、日々研鑽に励まなければな

らない。私たち教師は、一人一人の子どもの存在感

を確かなものにする」ために、「Ｓｐｅｅｄ，Ｓｍｉｌｅ， 

Ｓｉｎｃ ｅｒｉｔｙ」の３Ｓを合い言葉に、日々子ど

もたち保護者、地域に接する。 

 ①子どもたちへの「対応」を速くする。 

 ②「笑顔」で愛情をもって子どもたちに接する。 

 ③子どもたち、保護者、地域、そして教育に「誠実」

に向き合う。 

３ めざす子ども像 

 ※礼儀正しく、思いやりのある子ども「仲良く」 

 ※明るく、自由な、闊達な子ども「楽しく」 

 ※夢をもち、語れる子ども「安全に」 

 ◎そのために「尐しの我慢」 

  

 今年度のスタートでも～「仲良く」～「楽しく」～

「安全に」～そのために「尐しの我慢」～のお話をし

ました。最後にあらためまして…、ま

だまだですが、すべての子どもたちが

笑顔で学校に来られること、それが私

の願いです。 
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 本年度の職員構成    （＊印：学年・学級・専科主任） 

校 長  堀越 裕之      さくら１ 吉野 晴美     用務嘱託  北村 重治 

副校長  土田 正吾      さくら２ 山田 夕貴     用務嘱託  宿輪 英一  

１－１  武田 亮輔      音 楽  伊東  由＊    配膳員   清水 眞理 

１－２  近藤  恵＊     図 工  田中 秀樹     配膳員  与儀りえ子 

２－１  本名 隆浩＊     尐人数  堀家 珠紀     図書員  四沢 浩美  

２－２  山口  藍（育休代替）      養 護  根尾 真弓     特支指導員   小川  操 

３－１  山崎 正英         非常勤  葛窪 章彦     特支指導員      徳山 孝子 

３－２  石村 広子＊     育 休  松原 和美     特支指導員      平田 卓也 

４－１  渡邉 弘樹      産育休  小川  海     ｽﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ         森岡 浩美 

４－２  佐藤 智子＊     スクールカウンセラー       遠藤 宏子     リーダーｽﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ   坪根 宏子  

５－１  村山  巧＊     講 師  山本ゆかり     ICT 支援員         小松 信治 

５－１  田中  茜（産育休代替） 講 師  南葉 洋平     ＡＬＴ          梁瀬 千起     

６－１  岩月 尊之      講 師  小澤日向子     警 備  柳沢 浩二  

６－２  清水 浩子＊     都事務  小林 恵子     警 備  熱海 淳二  

さくら１ 吉越ひろみ＊     事務嘱託          原田 恭子     

    

 学級数及び児童数                                       平成26年４月１日現在 （人） 

 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1 6-1 6-2 さ く ら １ さ く ら ２ 

男子 １０ １０ １０ １０ １３ １２ １３ １３ ２０  ８  ７ ５ ４ 

女子 １０ １１ ９ ９ ８ ９  ８  ９ ２１ １３ １３ ３ ０ 

合計 ２０ ２１ １９ １９ ２１ ２１ ２１ ２２ ４１ ２１ ２０  ８ ４ 

 ４月の行事予定   

生活指導「元気にあいさつをしよう」「時間を守ろう」 

７日(月)  平成２６年度第１学期始業式          17日(木） 委員会活動、内科検診（４～６年、さくら） 

平成２６年度入学式                          18日(金)  離任式       

８日(火)  午前授業、安全指導              21日(月）  ５時間授業、家庭・地域訪問① 

９日(水)  給食始（2～6年）、定期健康診断始                       22日(火)  ５時間授業、全国学力・学習状況調査(6年）  

      身体計測（全）、視力検査（全）、保護者会(2,6年）             家庭・地域訪問② 

10日(木)   歯科検診（全）、委員会活動始                         23日(水)  ５時間授業、１年生を迎える会、 

     クローバー体験学習（３年、さくら）              家庭・地域訪問③ 

11日(金)  聴力検査(1,2,3,5年,さくら)保護者会(1,5年,さくら)  24日(木）  ５時間授業、内科検診（1～3年、さくら）       

14日(月)  全校朝会、対面式、避難訓練、保護者会(3,4年）       家庭・地域訪問④ 

15日(火)  尿検査（全）                25日(金)  ５時間授業、給食始（１年）、家庭・地域訪問⑤  

16日(水)  午前授業、ぎょう虫検査（１～３年）      28日(月） 全校朝会、社会科見学（4年、さくら）    

                        心臓病検診（１年・対象児童）                                                  30日(水)  家庭・地域訪問予備日 

 


