
 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

花壇に咲く色とりどりの花が，新年度の始まりを祝ってくれています。 

新１年生のご入学，新学年へのご進級おめでとうございます。 

今年度の海田南小学校の「学校教育目標」は， 

                              

キーワードは，ＪＡK＋Ｈ（自分の頭で考え，人のために働こう）です。 

   めざす学校は，現状に満足せず，常にチャレンジ精神をもって教育を展開する学校です。 

○子どもたちが，自分のよさを発揮でき，学習することが楽しいと感じることができる学校 

○保護者・地域の皆様に，子どもを通わせてよかった，学校があってよかったと思える学校 

○教職員が，持ち味が発揮でき，チームで動き，やりがいのある学校 

新しいメンバーを加え，教職員一同一層努力して参ります。保護者の皆様，地域の皆様のご理解とご協力を 

よろしくお願いいたします。 
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入学式 を行いました！校長からは，今年も 

～魔法の言葉「３つの『あ』」～ 

① あいさつをしっかりする子 

②「ありがとう」を言える子 

③ 朝（あさ）ごはんをしっかり食べてくる子 

「この３つのことができる 1 年生になりましょ

う。」という話がありました。この３つのことがで

きるようになるには，各ご家庭のお力が必要です。

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

～卯月～ 
April 

 

URL：https://kaitaminami.wordpress.com/  

新 1年生「入学おめでとう！」 

よろしくお願いします！ 

【 着任者紹介 】 
教 諭     大崎 郁子（海田西小学校より）     

熊野めぐみ（広島大学附属東雲 

小学校より) 

中嶋奈保子（海田東小学校より） 

大西 幸子（育児休業から復帰） 

西村由香子（新規採用） 

今井 友紀（新規採用） 

淺雄 雅子（海田西小学校より） 

        吉岡 順一 

津田 優成 

事務主幹   平井 満希（熊野第三小学校より） 

非常勤講師    木村久美子 

非常勤講師    藤田美由貴 

スクールカウンセラー 五明 舞子 

 

1日1回 「クリック」してみてください。 

 No.1（４月号） 
平成 31年 4月 8日 

海田町立海田南小学校 

海田町大立町 12番 5号 

TEL 822-6776  FAX 822-3229 

E-mail：kaitaminami-es01@kaitaminami-e.ed.jp  

 始業式 を行いました！ 

「児童代表の言葉」（一部抜粋）より 

児童代表：６年 永岡 美音 さん 

最高学年として，がんばりたいことが３つあり

ます。 

１つ目は，進んで，大きな声であいさつをし，

心と心をつないでいくことです。 

２つ目は，「ＪＡＫ＋Ｈ」自分の頭でよく考えて

行動したいと思います。人の気持ちを考えて動き，

人を元気にすることができる人になりたいです。 

３つ目は，全校のみんなのために進んで働くこ

とです。掃除や委員会の仕事など，全校のみんな

のために，進んで体をしっかり動かして働きます。 

みなさん，わたしたち６年生といっしょに力を

合わせて，海田南小学校をもっともっとすばらし

い学校にしていきましょう。 
最高学年としての責任をしっかりと自覚し，その意気込

みが十分に伝わる児童代表の言葉でした。 

https://kaitaminami.wordpress.com/


 

 

   

校 長 重森 栄理 たんぽぽ１組 （知的） 吉岡 順一 

教 頭 永野  真 たんぽぽ２組 （肢体不自由） 柳井美穂子 

主幹教諭 清水 早苗 たんぽぽ３組 （自閉症・情緒） 大崎 郁子 

１年１組 学年主任 坂本  由香 かがやき教室（通級） 特別支援コーディネーター 向井  美穂 

１年２組  今井 友紀 音楽専科  垣内 加純 

１年３組  西村由香子 拠点校指導教員 初任者指導 淺雄 雅子 

１年４組  林    真希 支援加配 体育支援担当教員 津田 優成 

２年１組 学年主任・体育主任 中嶋奈保子 再任用 若手育成指導 池田貴美惠 

２年２組  吉川  友菜 養護教諭  垣村  法子 

２年３組 保健主事 川﨑  真二 栄養教諭  田中 映美 

３年１組 研究主任・学年主任 中坪  清美 事務主幹  平井 満希 

３年２組   藤田  裕也 非常勤講師 理科・初任後補 平岡加代子 

３年３組  谷口 緑 非常勤講師  藤田美由貴 

４年１組 学年主任 小川美恵子 非常勤講師 日本語指導 木村久美子 

４年２組  中山  智文 外国語補助教員  野村奈津子 

４年３組  大西 幸子 教育指導員 家庭科等 田島 友里 

５年１組 学年主任 熊野めぐみ 教育指導員 たんぽぽＴＴ 尾上  仁美 

５年２組   蔵本 憲吾 介助員  穏土和香奈 

５年３組 司書教諭 清水 葉月   用務員  楢崎  明 

６年１組 学年主任 隆杉  佳代 図書館司書  伊達 明子 

６年２組   宮地  仁美 スクールサポートスタッフ  松本  美鈴 

６年３組 教務主任 白石 絵美 スクールサポートスタッフ  野澤 あや 

生徒指導担当 生徒指導主事 宇多 弘典 スクールカウンセラー  五明 舞子 

日 曜 行事 日 曜 行事 

1 月  
16 火 身体測定・視力検査（１年） 

2 火  17 水 身体測定・視力検査（４年） 下校指導 

3 水  
18 木 全国学力定着状況調査（６年） 

4 木  
19 金 家庭訪問（1年のみ） 身体測定・視力検査（３年） 

5 金 入学式等準備（新６年生登校） 20 土 
 

6 土  
21 日 

 

7 日  
22 月 振替休業日【4月 13日の振替】 

8 月 就任式・始業式・入学式  23 火 身体測定・視力検査（２年） 

9 火 ＰＴＡ役員選出会  24 水 安芸郡教職員研修会（午後） 

10 水 身体測定・視力検査（５年）  25 木 家庭訪問（希望者）  

11 木 身体測定・視力検査（たんぽぽ） 26 金 家庭訪問（希望者）心電図（1年） 

12 金 １年給食開始 身体測定・視力検査（６年） 27 土  

13 土 
授業参観日・学級懇談会・ＰＴＡ総会・ 
児童引渡し訓練・個人懇談会 

28 日 織田記念陸上競技会 

14 日  
29 月  昭和の日    

15 月 NRT学力テスト 委員会 30 火  退位の日 

遠足 ５/７ 

弁当がいります。 

予備日はありません。 



                          ※ 今年度の行事予定を配布しています。ご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 
 お願い 「防犯ブザー」の動作確認をお願いします。防犯ブザーは，児童の命を守る大切な 

道具の１つです。きちんとブザー音が鳴るかどうかのチェックをしてあげてください。 

 

相談窓口   

いじめ，体罰・セクシャルハラスメント等で困っていることや悩んでいることがあるときは，どんなことで

もお気軽にご相談ください。【学校の相談窓口（担当）】教 頭 ：永野 真   主幹教諭：清水 早苗 

☆電話での相談もできます（８２２－６７７６）   生徒指導主事：宇多 弘典  養護教諭：垣村 法子 

読書に親しもう！ 
「南っ子 ファミ読」に 
今年も取り組みます 

ファミ読とは，「南っ子ファミリー読書（家庭読書）の

略称です。家族で読書習慣を共有し，コミュニケーション

を図ることで，読書活動の活性化と家族の絆を深めること

をねらいとしています。 

「南っ子 ファミ読」のルールは，5つ！ 

① テレビを消して静かな空間をつくりましょう。 

② 同じ空間で読書をしましょう。 

③ 1ヶ月に1回以上はファミ読をしましょう。 

④ 日時は自由です。家族で相談して決めましょう。 

⑤ 毎月最後の週に担任の先生にカードを渡します、 

大切なのは，読書を楽しむことです。みなさん，今年度 

も「南っ子 ファミ読」にどんどんチャレンジしてみてく

ださい。 

通級指導教室 「かがやき」 

生活面・学習面において特別な支援を必要と

する児童のために「通級指導教室」（かがやき

教室）があります。 

「通級指導教室」とは，通常の学級に在籍し

ながら，週に１～数時間，自立活動（例：生活

習慣の形成，言語の表出と受容など）を中心に

行うものです。 

当教室に係るご相談等がございましたら，学

校へご連絡ください。   

家庭訪問について 
今年度の家庭訪問は，希望される方のみ実施す

ることといたします。ただし，お子様が初めて小

学校へ入学された1年生保護者のご家庭，30年

度，31年度に転入された児童のご家庭は，家庭

訪問させていただきます。 

また，全ての保護者の方と担任がお会いできる

ように，13日の参観日に学級懇談会を行います。

児童の兄弟関係で，いくつかの学級懇談会に出ら

れる方は，わずかの時間でも参加して下さい。 

さらに，個別の懇談を希望される方は，13日の

14時から，個人懇談会を行います。  

 これまで通り，学校と保護者の連携を図るため

に，通常時におきましても家庭訪問させていただ

きますので，ご理解ご協力をよろしくお願いいた

します。※別紙「家庭訪問について」をご覧下さい。 

参観日・ＰＴＡ総会 
児童引渡し訓練 4月13日（土） 

4月13日（土）の参観日・ＰＴＡ総会に合わせて，

児童引渡し訓練を実施いたします。大雨警報などが発

令され，下校時刻になっても解除にならない場合など

は，保護者の方に，お迎えをお願いすることとなりま

す。 

訓練へのご協力をお願いいたします。 

【４月13日（土）の日程】 

9：00～９：45  授業参観 

9：50～10：20  学級懇談会（担任との顔合わせ） 

10：30～11：30 ＰＴＡ総会 

11：30～11：40 児童引渡し訓練の説明 

11：40～12：10 児童引渡し訓練 

14：00～16：30 個人懇談会（希望者） 


