
パンジーやチューリップからい

つの間にかツツジやぼたん桜,ハ
ナミズキなどに花が移り，さわや
かな風が校庭の木々を揺らす気持
ちのよい季節となりました。

さて，小学校では4月8日（火）

に新学期が始まり，10日(木)には
入学式がありました。新１年生25
名の不安はきっと大きいに違いあ
りません。でも，大丈夫。1年生
も少しずつ環境や生活に慣れ，教

室に元気な声，歌声，笑い声が響
いています。お行儀の良さには上
級生も先生方もおったまげです。	 

全校児童171名，教職員19名，
合計190名で緒方小学校の輝かし

いスタートです。

私たち教職員は，子どもたちや
保護者の期待に応えるべく，一丸
となって輝く緒方っ子の育成に取
り組む決意です。皆様のご理解ご

協力よろしくお願いします。

＜２年　弓　彩音＞
今日入学式がありました。呼びかけ
の時１年生の前に立ちました。とて
も緊張しました。けれど，最後まで
がんばれました。イスに座っている
時は疲れました。
＜６年　河室　玲菜＞
きのう入学式で新1年生が入ってき
ました。新1年生はかわいかったし，
話を聞く時も静かだったので，良い
子だなと思いました。校長先生やい
ろんな人の話を
聞く時も，みん
な静かに聞いて
いたので本当に
良い子だなと思
いました。
＜６年　衞藤　靖史＞
ぼくは，智大と一緒に入学式の司会
をしました。生まれて初めての校長先
生の隣の席はすごく緊張でした。司
会はうまくできて大成功。ホッと一
安心。今年の１年生はおもしろい子
がいっぱいだ。

  1　校　　長 戸次　達彦
  2　教　　頭 佐藤　英治
  3　１年担任 山田　美映
  4　２年担任 柴田　孝明
  5　３年担任 伊東　増美
  6　４年担任 小澤　了子
  7　５年担任 戸次　博行
  8　６年担任 川野　涼代
  9　たんぽぽ学級　佐藤　友香
10　ひまわり学級　小代　浩子
11　低；少人数 衞藤　玲子
12　高；習熟度 生野　由紀
13　養護教諭 波多野秀子
14　学校事務 板井　律子
15　学校司書 山田　香織
16　学校主事 甲高　浩子
17　教育援助員 羽田野ゆかり
18　教育援助員 清水　明花
19　初任研指導 岡本美枝子
＜西部学校支援センター＞
  1　所　　長　　肥川　哲也
  2　主　　幹　　高柳千津子
  3　副  主 幹　　森田　匡信
  4　主　　査　　土谷　令子
  5　主　　事　　野村　有志
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今年度の教職員構成

全校児童数：１７１名（Ｐ家庭：１２３戸）

１年　２５名	 ３年　２７名	 ５年　３２名
２年　２６名	 ４年　３２名	 ６年　２９名

緒方小学校  （4月25日現在）
学級数：８学級（含特別支援学級）
教職員：１９名（含指導教員）

 

よろしくお願いします。



＜５年　佐藤　しおり＞
今日お見知
り遠足があり
ました。運動
公園に着いた
ら，まず１年
生と６年生を
出 迎 え ま し
た。１年生と６年生が手をつないで
入ってきたので，すてきだなと思い
ました。来年は，私たちが新一年生
と手をつなぐんだなと思うと，とて

もワクワク
しました。
＜４年
古庄良樹＞
今日お見知
り遠足があ
りました。
ぼくは，お母
さんとレンコ
ンのきんぴら
とほうれん草
のバター炒め
を 作 り ま し

た。ぼくは初めて作りました。次は
ちがうのも挑戦してみたいです。ぼ
くは，お母さんの気持ちがわかりま
した。自分が作ったレンコンきんぴ
らとほうれん草のバター炒めはおい
しかったです。
＜６年　山崎　佑莉＞
やっぱり
６年生は忙
しくて疲れ
ました。は
じめに中学
校まで行く
時，手をつ
ないだ永里菜ちゃんが，見つけた花
は必ず摘むので，前の人より遅れて
しまい，走って追いつくのを繰り返
していました。でも，時々摘んだ花
をくれたり，いっぱい話をしてくれ
たので暇な時間はできませんでし
た。中学校に着いてゲームをしたと
き，永里菜ちゃんといとこの風花
ちゃんが私にベタベタで，うれし
かったけどとても大変でした。

4月16日（水）に総合運動公園へ
お見知り遠足に行きました。
まず，６年生と１年生が手をつ
なぎます。これは恒例のおもてな
しです。現地では拍手でのお迎え
があり，１年生の自己紹介です。
大きな声ではっきりと自分の名前
や好きなものを発表しました。
児童会企画の「動物園に行こう
よ」「○×クイズ」などでワイワイ
盛り上がりました。

2014年度　緒方小学校 経営方針

学習プロジェクト

日本国憲法並びに教育諸法規の精神に則り、大分県教育委員会・豊後大野市教育委員会の指導方針（豊後
大野市教育TRY）に基づき、家庭や地域と連携しつつ、知・徳・体の調和を図るとともに一人ひとりの個性の
伸長を図り、自ら学ぶ意欲と平和的な社会を愛する精神を育み、心身ともにたくましい児童の育成を図る。

学校経営の基本方針

学 校 教 育 目 標
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����　落ち着いた環境で，豊かな学びの実現

＜家庭の教育力＞
・家庭との連携
・基本的生活習慣
の定着
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　　  あいさつ　そうじ　家庭学習

取組の重点
1.全学年算数科における習熟度別
指導，少人数指導の充実
2.国語，算数のスキルタイム並び
に放課後の補充指導
3.ふるさと学習の推進・充実
4.各学期１回以上の互見授業

取組の重点
1.毎週金曜日15分間の「体力アッ
プタイム」の実施
2.１日15分間以上の外遊びの習慣
化
3.体育科授業における体力づくり
プログラムの継続

体力づくりプロジェクト

取組の重点
1.児童会，保護者と連携したあい
さつ運動の推進
2.トイレのスリッパ整頓の徹底
3.時間いっぱい黙々掃除の徹底

生徒指導プロジェクト

よく学び 心豊かで心身ともにたくましく ふるさと緒方を愛する子どもの育成

＜地域の教育力＞
・スクールガード
・学習支援サポータ
・読み聞かせ

新入生と運動公園へ お見知り遠足。

コミュニティーバス利用の皆様へ
　この４月からスクールバスに代わりコミュニティーバスの利用が始まりました。児童27名の保護者の皆様にはご心配も多いことと思いますが，下記のようなことができるよう学校でも指導して参りますのでご理解のほどお願いいたします。１　５分前までにはバス停に行く。２　「このバスは○○に行きますか？」３　「△△で降ろしてください。」※　運転手さんも親切ですので，ご安心を！

 

4月18日（金）にＰＴＡ
総会が開かれました。忙し
い中ではありましたが，最
初の顔合わせという事もあ
り，会員８割ほどの出席を
いただきました。
衞藤竜哉会長から後藤祥
新会長にバトンがしっかり
と渡されました。
「みんなで学校へ行こ
う！」という緒方小学校Ｐ
ＴＡスローガンは，学校と
保護者が心一つに協力して
子どもを育てようという思
いを示したものだと理解し
ています。よろしくお願い
します。

22001144年度ＰＴＡ役員

会　長　　後藤　　祥
副会長　　下田明貴子
副会長　　山﨑　竜介
副会長　　伊東　茂樹
事務局長　後藤　嘉明

ＰＴＡ始動

学校便り「輝け緒方っ子」はホームページでも見ることができます。


