
 

  

 
 
 

平成２７年 ４月号    第２３９号 
         児童数（３５０名） Ｈ２７．４．８ 

学校教育目標 
   ◇かしこい子 
   ◇やさしい子 
   ◇たくましい子 
 ℡ ３３－３１１０ 

個性が大事 

校長 川上 敏彦 

『世の中に絶えて桜のなかりせば 春の心は

のどけからまし』（在原業平） 平成２７年度が

スタートしました。高小の周りの桜は見事です。

古に東北の旅の途中に見返ったという「西行法師

見返りの松」は高野地区・永福寺にあります。「ね

がはくは花の下にて春死なむ その如月の望月 

のころ」（西行） 入滅した陰暦２月１６日はちょうど今時分、４月頃に当たります。 

 さて５名の教職員が転出し 新たに６名の教職員の転入がありました。今年もどうぞ

よろしくお願い申し上げます。全校児童３５０名 １３学級 県費負担教職員２０名 

教育指導補助員 用務員 給食配膳員 SLCA（英語担当）を入れて全スタッフは２６名

です。ですから高小にはみんな合わせて３７６という数の個性が展開されます。個性を

大事とした実業家がいます。３月まで NHK で放映のあった朝の連続ドラマ「マッサン」

に養子となって出てくる２代目社長 竹鶴 威氏です。ウイスキー醸造の秘訣は「原酒

とブレンドにあり、多くのブレンドの調和こそが決め手となる。会社も一緒で多くの個

性の調和が力になる。」「個性は大事」と言ってます。学級も学年も学校もみんな同じ

です。個性のハーモニーを褒めて 認めて やる気にさせる 教師の手腕で、育み花開

かせたとき 個性は数倍の輝きを増します。個性を見抜き 個性の良さを意識させ 自

信を持たせ 溌剌とした個に高めてあげることこそが学校そして教師の使命です。 

 そこで 一 攻めの授業 子どもが目を輝かす授業を展開する 二 体力づくり 

体を鍛え 心を鍛え 仲間を増やす 三 やさしさと厳しさ  命の大切さ 思いやり

の心を大事にする 個性という一人一人の良さに目を向け 新たに２７年度の高野台

小学校の教育を推進してまいります。 

「さくら さくら 今咲きほこる刹那に散りゆくさだめと知って」（森山直太朗 さ

くら）１０００年以上の昔から日本人に愛され続けた桜の散るも潔し。一瞬一瞬を大事

に 一時一時を大切に 咲かす個性もあれば 散らす個性もある。伸ばすということは

複雑な精神作用に違いありません。だからこそ子どもも教師も 学校も真剣勝負です。

皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。 

式辞の話  

  卒業式の式辞で話したこと、「生きる」ということ。皆さんは生きるということ
で３つのステップがある。「たくましく生きる」～心身を鍛え命を大切に生きるこ
と。「じょうずに生きる」～周囲の環境とあい和して仲間をつくり順応して生きる
こと。皆さんにとってこれから中心となる生き方「より 
よく生きる」～こういう方法もある こんなアイデアも 
ある 自分で考え判断し 自分で責任を負うこと。これ 
らの生き方で忘れてはならぬもの～「強くなければ生き 
ていけないやさしくなければ生きる資格がない」。や 
さしさを生きる上に据えておくこと。 



 

  

 

 
   

日 曜日 行   事 
１ 水  

２ 木  
３ 金  

４ 土  
５ 日  

６ 月  
７ 火  

８ 水 始業式 入学式 

９ 木 ２～６年給食開始 
通学班編成 一斉下校 

10 金 １年生を迎える会  
発育測定（１～６年） 
委員会 

11 土  

12 日  

13 月 発育測定（欠席者） 

１年生避難訓練  
１年簡易給食開始 

14 火 視力・聴力検査（３年）  
学級 PTA（４～６年、お） 

15 水 〔軒下あいさつ〕 
A 日課４ 
視力・聴力検査（５年） 

16 木 視力・聴力検査（１年） 
県学力調査 456 年（国・算） 
学級 PTA（4～6 年、お） 

17 金 音楽集会 
視力・聴力検査（2 年） 

18 土  

19 日  

20 月 歯科健診(2 年・5 年・お) 
ぎょう虫卵検査配布日 

21 火 視力検査（４年） 
全国学力テスト６年（国・算・理） 

22 水 視力検査（６年） 
学級 PTA１年  
地域めぐり①A 日課６ 

23 木 読書集会 
ぎょう虫卵検査回収日 
地域めぐり②A 日課６ 

24 金 離任式 

25 土  

26 日  

27 月 歯科検診（１年・４年） 

28 火 地域めぐり③A 日課６ 

29 水 昭和の日 

30 木 地域めぐり④A 日課６ 

【生活目標】 

  あいさつをしよう 

  大きな声で返事をしよう 

【保健目標】 

  自分のからだを知ろう 

職員の異動について  
【転退職した職員】 
佐藤 真晴 教諭 春日部市立幸松小学校へ 

 那須野由布子 教諭 春日部市立緑小学校へ 
 堺野 秀明   事務主幹 杉戸町立泉小学校へ 

鈴木 大地 教諭 杉戸町立杉戸小学校へ 

松本 彩佳 教諭 杉戸町立泉小学校へ 

 

     ありがとうございました。 
【転入した職員】 
羽島 優   教諭  久喜市立桜田小学校より 

川畑 真美  教諭  久喜市立東鷲宮小学校より 

福田 昌博  教諭  新採用 千葉県野田市立関宿中央小学校より 

岩浪 正二  事務主幹  杉戸町立第二小学校より 

高村 智子  教諭  杉戸町立泉小学校より 

濵野 瑞季  教諭  新採用 

        よろしくお願いします。 

３５０名、１３学級でスタート！  
今年度は、転入生１名を迎え、児童数３５０

名、１３学級でのスタートです。実りのある 
１年間となるようがんばって参ります。 
４／１４（火）１６（木）２２（水）と学級

PTA があります。ご都合をつけて多数のご参加
をお待ちしています。 

２７年度の高野台小学校教職員 

校 長 川上敏彦 ６－１ 内井 薫 

教 頭 佐藤 茂 ６－２ 羽島 優 

教 務 山野 眞 おおぞら 鶴田千晴 

１－１ 林 由美子 担任外 中澤康江 

１－２ 柴崎 歩美 少人数 濵野 瑞季 

２－１ 石橋千恵子 養護教諭 坂田 緑 

２－２ 高村 智子 事務主幹 岩浪 正二 

３－１ 小林 求 教育指導補助員 宮崎尚子 

３－２ 川畑 真美 教育指導補助員 髙橋道夫 

４－１ 中田美津子 用務員 新井艶子 

４－２ 松本卓大 用務員 藤井タエ子 

５－１ 福田 昌博 配膳員 関口智恵 

５－２ 仲山 慈子 ＳＬＣＡ ライアン・マッカンドリュース(米) 
 

☆高小ホームページ現在６万アクセス。今年もたくさん 
ご覧ください。 


