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新見市立新砥小学校

考志 教頭［学校運営］
☆岡

【新見市立高尾小学校より昇任】
◇髙瀬せつ子 教諭［１年担任］

☆井田

章太 講師［２年担任］
【新卒】
◇川上

充美 教諭［３･４年担任］

◇藤野

雄大 教諭［５･６年担任］

◇山﨑

久美 養護教諭［健康教育］

◇木村

祐介 事務主事［学校事務］

以上８名が常勤です。

◇松本

幸子 学校給食調理員

◇村上

仁美 学校給食調理員

お二人が，今年度もおいしい給食を

作ってくださいます。このほか，

☆ 鈴木映衣子 非常勤講師

[県費：複式解消，市費：特別支援]

【新見市立萬歳小学校より】

そして，他校との兼務で，

こんな風が吹きます

愛情いっぱい
らしさ磨いて
共に拓く子

徳
知
体

学校教育目標
【未来を拓く、たくましい新砥っ子の育成】

目指す児童像

［外国語活動］【本務：哲多中学校】

以上の職員で，今年度学校運営して

参ります。ご支援ご協力よろしくお願
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お世話になりました

また，新砥給食調理場は，

夢いっぱい
目指す学校像
愛いっぱい
力いっぱい
行きたい学校《チーム新砥》
昨年度より学校運営協議会（ＣＳ：コミュ
ニティ・スクール）を導入し、子ども達・教
職員・保護者・地域・関係団体の方々が、行
きたいと思える学校となるよう、地域と共に
ある学校づくり《チーム新砥》に努めていま
す。本校の子ども達の未来を拓くために全教
職員一丸となって邁進して参ります。保護者
の皆様をはじめ、地域の皆様のご理解とご支

☆ライアン・プレッジャー ＡＬＴ

よろしくお願いします
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いいたします。

次の職員が着任いたしました。

援・ご協力をよろしくお願いいたします。
新見市塩から子育成事業から、本校では、
今 年 度 、 ８ 月 日 （ 土 ）・ 日 （ 日 ） に 「 あ
ら 塩 っ 子 宿 泊 体 験 」を 計 画 し て い ま す 。ま た 、
学校保健委員会の設置、プログラミング教育
の導入、学校徴収金の口座振替など、新たな
取組も始まります。経営方針等につきまして
は、できる限り参観日や懇談で説明の機会を
設け連携を密にしていきた
いと思います。日々の教育
活動や行事等につきまして
は、随時、学級通信やホー
ムページを活用して情報発
信に努めます。そちらもご
覧いただければ幸いです。
とくに新年度は、校務分掌
の交代や初めての業務もあ
り、不行き届きな点、ご不
明な点や気掛かりなこと等
ありましたら、ご連絡くだ
ださい。全職員が、全校児
童の担任です。

智香図書事務職員[図書館教育]

◇森谷

浜恵 栄養職員［食育］
◇河原

校長［学校経営］
◇岩立とも子
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ガーベラの花を残して

☆印は異動教職員です。

☆ 岡 考志 新任教頭
新見市立高尾小学校 教諭より
☆ 井田 章太 講師
新卒者
【本務：新見市立千屋小学校】

平成 年度末の人事異動により、
３月に卒業した４
次の職員が転出いたしました。
名 が 、４ 月 ７ 日 金 、
(
)
☆ 古玉 浩一郎 教頭
哲多中学校と新見第
新見市立本郷小学校へ校長昇任
一中学校で、それぞ
れ入学式を迎えまし
在( 籍 期 間 ２ 年 )
☆ 河野 憲之 教諭
た。点呼では４人と
岡山県生涯学習センターへ
も希望に満ちた表情
でした。おめでとう
在( 籍 期 間 ２ 年 )
ございます。
卒業証書授与式が終了して６年生を
この２年間本校の要として、ご尽
送り出した際、本校の職員は、卒業生
力くださったお二人の先生には、大
４人からお花をプレゼントされました。 変お 世話にな りました。 お別れする
その花はガーベラの花でした。ガー
のは誠に残念ですが、お二人のステ
ベラには色別に花言葉があるそうです。 ップ アップの ため仕方あ りません。
オレンジ色は、我慢強さ、冒険心。
次に出逢える時を楽しみに、ご指導
ピンク色は、童心に返る、崇高美。
いただいたことを糧に精進して参り
白色は、希望、律儀。
ます。先生方のさらなるご活躍とご
黄色は、究極の愛、親しみやすい。
多幸をお祈りいたします。

今年度のスタッフを紹介します。

４本のガーベラに込められた思い、
しっかり受け取りました。
ガーベラ全体の花言葉は、
「希望」
「常
に前進」というそうです。
「慣太君、恭吾君、純さん、凌太君、
希望の道を進め！！」
チーム新砥のみんなで、応援してい
ます。ありがとうございました。

よろしくお願いいたします

岩立とも子
校長

こんな風を吹かせます

始業式の頑張ることの発表から

［第２学年 岡田 翔真］
２年生の１学きにならうかん
字をぜんぶおぼえます。
一りん車をれんしゅうして、
早くのれるようになりたいで
す。

［第３学年 藤本 奈々］
手あらい、うがいをきちんと
して元気にすごします。かん字
をていねいに書いておぼえたい
です。しっかり話を聞いてがん
ばります。

［第４学年 石川 絆］
困ったことがおきたら、先生
にばかりたよらずに、自分たち
でかいけつしたいです。社会で
は、都道府県を全部おぼえたい
です。算数でまちがえたところ
を、復習したいです。

［第５学年 林 雅斗］
学習では、漢字をがんばりた
いです。習った漢字はその日に
復習をして覚えたいです。
生活では、下級生の手本にな
るようにがんばりたいです。
また、陸上や水泳なども本格
的に始まるので、体力作りをし
ていきたいです。

［第６学年 川上 紗季］
学習では、全科目のノートを
きれいにまとめていきたいで
す。特に、社会科では、自主勉
をしっかりしていきたいです。
行事では、リーダーとしてみ
んなをまとめて、分からないこ
とも優しく教えてあげたいで
す。
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こんな風を吹かせます
常勤スタッフ８名の心意気をご紹介
します。
［第１学年担任 髙瀬 せつ子］
初めてのことにもチャレンジする１
年間にしたいと思います。
ＴＲＹ ＴＲＹ ＴＲＹ
［第２学年担任 井田 章太］
笑顔を大事に、子ども達とともに成
長していきたいです。
［第３・４学年担任 川上 充美］
子ども達との出会いを大切に、毎日
笑顔で過ごしたいです。
［第５・６学年担任 藤野 雄大］
メリハリのある学校生活をおくり、
毎日を充実させたいです。
［養護教諭 山﨑 久美］
笑顔で、子ども達の健康面から、学
校生活をサポートしていきます。

子曰く、
吾十有五にして学に志す。
三十にして立つ。
四十にして惑わず。
五十にして天命を知る。
六十にして耳順ふ。
七十にして心の欲する所に
従へども、矩を踰えず。
【為政第２の４】

皆様ありがとうご
ざいました。

［事務主事 木村 祐介］
穏やかな１年にしたいと思います。
慌てた時こそ深呼吸を。

また，平成２８
年度卒業生保護者
☆阿曽秀樹様
☆山本 悟様
☆石川真也様
☆田邉博実様
から，一輪車３台
を寄贈していただ
きました。

［教頭 岡 考志］
いつもにこにこ笑顔いっぱい。
がんばるぞ。

☆名越 節子 様
☆嶋村 蔦枝 様
☆奈尾 久子 様
☆川上 時子 様
☆小原 千代子 様
☆川上 盛男 様
☆田村 勝美 様
☆渡辺病院 様

校
[ 長 岩立 とも子 ]
風、嵐、そして３年目の今年。
とことんやってみよう！
新砥の風を愉しみます。
版画カレンダー
事業にご厚志をい
ただきましたので、
ご披露いたします。

