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心も体も元気な子どもを育成するために 家族みんなで はやね・はやおき・あさごはんを実践しましょう 

  石巻市立蛇田小学校 
学校だより  

平成 30年 4月 11日（水） 

 

今年もよろしくお願い申し上げます。 

４月１０日（火），地域の皆様のご臨席，保護者や家族の皆様のご出席を 

賜り，１２８名の１年生を迎えることができました。今回の学校だよりで 

は，新年度のスタートにあたり，入学式での式辞の一部を以下のとおり， 

掲載させていただきます。どうぞ，今年もよろしくお願い申し上げます。 

 （入学式 式辞） 

１２８名の１年生の皆さん，入学おめでとう。学校の桜の花がみなさんの入 

学を待っていたかのように咲き始めました。皆さんの笑顔とおんなじピンク色です。皆さんの左

側には，ＰＴＡ会長さんをはじめ，たくさんのお客様がお祝いに来てくださいました。ご来賓の

皆様，ほんとうに，ありがとうございます。それから，後ろにいるお兄さんやお姉さんも，皆さ

んが早く入学してこないかと，この日を楽しみにしていました。 

 蛇田小学校の体育館やトイレは，できたてのほやほやです。皆さんと同じでぴかぴかです。お

兄さんやお姉さん，そして，先生方は，みんなで力を合わせて，楽しい学校，よい学校にしよう

とがんばっています。 

 そこで，学校がもっともっと楽しくなるように，校長先生と三つの約束をしましょう。一つ目

は，「元気よくあいさつをする」ということです。朝，目が覚めたら，家族にあいさつしましょう。

学校に来たら，先生やお友達に「おはようございます」と元気よくあいさつをしましょう。 二つ

目は，「お話をよく聞く」ということです。お話をする先生の顔をしっかり見て，口を閉じて，最

後まで聞くようにしましょう。三つ目は，「命を守る」ということです。学校へ来るときや帰ると

き，お友達とふざけていると危ないのです。交通ルールを守り，お兄さんやお姉さんの言うこと

をよく聞いて，事故にあわないようにしましょう。 

さて，保護者の皆様，ご家族の皆様，お子様のご入学，誠におめでとうございます。私たち大

人は，子どもがその能力やもっている力を発揮できる環境を整えることが何より大切です。「子ど

もをよりよくしたい」という共通の願いのもと，心を一つにして協力しながら，できることは着

実に実行する学校と家庭でありたいと思います。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

６年生の皆さん，かわいい１２８名の１年生が入学してきました。蛇田小学校の児童数は，全

員で８０５名になりました。このかわいい１年生を優しく迎え，どう接したらよいか，かしこく

考え，上級生のたくましさを発揮して，私たちの蛇田小学校をみんなで楽しい学校，よい学校に

していきましょう。 

（文責：校長 阿部清司） 

学校教育目標 豊かに学び，共に伸びようとする子どもの育成 

目指す児童像 ○思いやりのある子ども ○生き生きと学ぶ子ども ○健康で明るい子ども 
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9日(月) 街頭指導① 第１学期始業式 B ﾀｲﾑ３校時限 20日(金) 学習参観 PTA総会 懇談会 弁当の日 B ﾀｲﾑ 

10日(火) 街頭指導② 入学式1～５年3校時限 23日(月) ｱﾝｹｰﾄ 視力検査(低) 

11日(水) 街頭指導③ 体位測定(高) 委員会活動 24日(火) Bタイム５校時限 家庭訪問①  

12日(木) 街頭指導④ スキルタイム 体位測定(中) 

PTA本部役員会18:30 ALT    

25日(水) Bタイム５校時限 家庭訪問② SC来校 

13日(金) 街頭指導⑤ 防災タイム 26日(木) Bタイム５校時限 家庭訪問③ ALT 

16日(月) 街頭指導⑥ 体位測定(２) 代表委員会 ｽｷﾙﾀｲﾑ 27日(金) Bタイム５校時限 

17日(火) 全国学力・学習状況調査(６年) 29日(日) 昭和の日 

18日(水) 学校区ﾊﾟﾄﾛｰﾙ ｽｷﾙﾀｲﾑ 体位測定(１)  SC来校 30日(月) 休日 

19日(木) 交通安全教室 ALT   

 

 

 
生活 「へびたの子」の実践（年間を通して） 保健 正しい姿勢で学習しよう 

○あいさつや返事を大きな声でしよう 給食 正しい給食時間にしよう（１学期） 

 

職員紹介   どうぞよろしくお願いいたします          （◎は学年主任 ※は転入職員） 

№ 職名担任等 氏  名 № 職名担任等 氏  名 № 職名担任等 氏  名 

1 校 長 阿部 清司 19 ４年３組 木村 麻衣 37 養護教諭(育休) 中村 愛実 

2 教 頭 小林 義則 20 ４年４組 阿部 智子 38 教 諭（休職） 村上   映  

3 教 頭 ※信太 昭伸 21 ４年５組 ※藤原 美和 39 主査 ※武山 久典 

4 主幹教諭 樫村 孝虎 22 ５年１組 ◎佐藤 孝幸  40 代替事務 ※大谷 光枝 

5 １年１組 ◎及川満喜子 23 ５年２組 ※加賀 孝征 41 用務員 三浦 伸晃 

6 １年２組 ※松川 直子 24 ５年３組 永沼まどか 42 臨時用務員 齋藤 正行 

7 １年３組 熊谷 祐介 25 ５年４組 遠藤 知子 43 特支教育支援員 伊藤 住枝 

8 １年４組 髙橋 麻里 26 ６年１組 須田 淳子 44 特支教育支援員 阿部 直子 

9 ２年１組 ※◎阿部 友紀 27 ６年２組 久道 弥 45 特支教育支援員 大久保 愛 

10 ２年２組 末永 潤也 28 ６年３組 斎藤 花菜 46 特支教育支援員 ※岩渕 節子 

11 ２年３組 中島 淑 29 ６年４組 川畑 修平 47 特支教育支援員 ※阿部可奈子 

12 ２年４組 ※阿部 裕記 30 学習室１ ◎松川 淳子 48 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀ  ー ※佐々木ひとみ 

13 ３年１組 ◎木村ゆり子 31 学習室２ ※黒須 裕子 49 学校司書 津田千賀子 

14 ３年２組 ※川井麻悠子 32 学習室３ ※小関 亮真 50 SC 大友あや子 

15 ３年３組 髙橋 義雄 33 少人数 長井 裕美 51 ALT Shella Wu 

16 ３年４組 原田真紀子 34 初任研後補充 阿部 理佐 52 初任研拠点校指導員 ※阿部 理恵 

17 ４年１組 ◎佐々木和憲 35 養護教諭 ※太田代亜希子 53 外国語活動指導補助 ※辺見 悦子 

18 ４年２組 ※志田 裕亮 36 代替養護教諭 ※小林 礼佳 54   

 

SC:ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ ALT: 外国語指導助手 


