
 

  

 
 
 

平成２９年 ４月号    第２６４号 
         児童数（３３７名） Ｈ２９．４．８ 

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

オンリーワンを大切に 

校長 佐藤 茂   

曜日回りのおかげで、比較的長い春休みでした。修

了式には、蕾みに隠れていたサクラも、２日には６分

咲きほどで、近隣公園の桜祭りは大盛況でした。しか

し、１６日間の休みの中は、雪になったり、冬を思わ

せる気温になったかと思うと、真夏の夕立のような突

然の雨と雹でびっくりするという、めまぐるしい天候 

でした。しかし、始業式、入学式を前にした４日には春の日差しが戻りました。１０日

（月）には満開の桜吹雪の中で子どもたちを迎えることができるのではないかとうれし

く思っています。 

平成２９年がスタートしました。新１年生４８名が新しく仲間入りです。全学年が２

クラスになり、おおぞら学級の２クラスを合わせて合計１４クラス。教職員数は新しい

スタッフ９名を加え合計２８名。新学期の準備を話し合っているそれぞれの学年の教員

や、職員室スタッフの様子を見ていると、今までの取組の見直しや、改善を前向きな姿

勢で行ってくれています。４月１０日（月）には、進級した喜びと意欲をもった子ども

たちを全教職員が笑顔で迎えることと校長としてうれしく思っています。 

校庭や遊歩道に眼をやると、つい雑草と呼んでしまう植物たちが、春の日差しを浴び

てすくすくと生長しています。黄色い花をつけたカントウタンポポ、白いかわいい花の

ナズナ、濃い紅色のカラスノエンドウ、茎の回りをぐるりと輪になって小さな花をつけ

るヒメオドリコソウ、校庭の草生（くさふ）の主役シロツメクサなどたくさんの植物が

すぐに見つかります。しかし、雑草という名の草はありません。「児童」「子どもたち」

と私たちもまとめて呼びがちです。一人一人のお子さんにも、大切なお名前があり、そ

れぞれ一人一人が主役となって輝かせる場所が、学校であり、学級でなければならない

と思います。それぞれ「オンリーワン」の、たった一つしかない命の輝きを大切にし続

けていかなければなりません。全てのお子さんを特別扱いできる学校でありたいものだ

と、教職員と話し合っております。 

入学式と、始業式では、「！」と「？」を大切にというお話しをしました。「！」

はワクワクする驚きを持って学習に取り組んで欲しいということです。「？」はな

んだろう、不思議だなという疑問や問題意識をもって学習していきましょう。とい

うことです。また、「！」には「元気いっぱい」という意味も持たせました。一年

間、子どもたちが、ワクワクしながら、興味を持って学習し、さらに元気いっぱい

になれるよう、高野台小学校全教職員を挙げて努力して参りますので、今後とも変

わらぬご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。 



 

  

 

 
   

日 曜日 行   事 
１ 土  

２ 日  
３ 月  

４ 火  
５ 水  

６ 木  
７ 金  

８ 土  

９ 日  

10 月 始業式  
入学式 

11 火 通学班編成  

一斉下校  

12 水 1 年生を迎える会 給食開始（２～６年） 

発育測定（全学年） 委員会活動 

13 木 短縮日課６ 1 年簡易給食開始 

県学力調査（４５６年）国算 

歯科健診（２３年） 

14 金 １年生避難訓練  視力（６年） 

視力・色覚（４年） 

15 土  

16 日  

17 月 学級 PTA（2～3 年） 
聴力・視力（５年） 

18 火 全学テ（６年）国算  

学級 PTA（4～6 年、お） 

視力・聴力検査（1・2 年） 

19 水 特別日課４（13：20 完全下校） 

音楽集会  視力・聴力検査（3 年）  

１年簡易給食終了  

20 木 短縮日課６ 

歯科健診（お・1・4）13：15 

21 金 離任式 

22 土  

23 日  

24 月  

25 火 〔軒下〕 学級 PTA1 年 

歯科健診（5・6 年） 

26 水 短縮日課６ 

地域めぐり① 

27 木 短縮日課６ 
地域めぐり②  尿検査１日目 

28 金 短縮日課６ 

地域めぐり③  尿検査 2 日目 

29 土 昭和の日 

30 日  

職員の異動について  

【転退職した職員】 
千葉 耕平 教頭 杉戸町教育委員会へ 

 鶴田 千晴 教諭 杉戸町立杉戸第二小学校へ 
 仲山 慈子 教諭 加須市立水深小学校へ 

田口 僚子 教諭 杉戸町立杉戸第三小学校へ 

皆川 要吉 教諭 杉戸町立杉戸小学校へ 

小林 晴美 教諭 羽生市立羽生南小学校へ 

影山まゆみ 教諭 杉戸町立杉戸小学校へ 

引地 美保 教諭 杉戸町立杉戸第三小学校へ 

鈴木 喬子 教諭 退職 

藤井タエ子 用務員 退職 

【転入した職員】 
中村 浩二 教頭 杉戸町教育委員会より 

山﨑 杏子 教諭  越谷市立宮本小学校より 

前島 亜未 教諭  吉川市立関小学校より 

鈴木 大地  教諭  杉戸町立杉戸第二小学校より 

濵野 瑞季  教諭  杉戸町立杉戸小学校より 

田中 幹浩 教諭  杉戸町立広島中学校より 

加藤 絵未 教諭 新任 

【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 

２９年度の高野台小学校教職員 

校 長 佐藤 茂 ６－１ 羽島 優 

教 頭 中村 浩二 ６－２ 濵野 瑞季 

教 務 山野 眞 おおぞら１ 杉山 孝子 

１－１ 綿引 忍 おおぞら２ 田中 幹浩 

１－２ 前島 亜未 担任外 中澤 康江 

２－１ 林 由美子 少人数 加藤 絵未 

２－２ 蓮見 果奈 養護教諭 坂田 緑 

３－１ 石橋千恵子 事務主幹 岩浪 正二 

３－２ 鈴木 大地 教育指導補助員 宮崎 尚子 

４－１ 飯島 康貴 教育指導補助員 髙橋 道夫 

４－２ 山﨑 杏子 教育指導補助員 新井 正子 

５－１ 小林 求 用務員 新井 艶子 

５－２ 内井 薫 用務員 佐藤 英子 

ＳＬＣＡ ライアン・マッカンドリュース(米) 配膳員 関口 智恵 

 
 
 
 
 


