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入学・進級おめでとうございます
学校の花壇のチューリップやパンジーも色とりどりの花を咲かせ，春たけなわの季節となりました。保護

者の皆様におかれましては，お子様のご入学，ご進級，誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げ

ます。

玉諸小学校は，元気いっぱいの新１年生１０７名を迎え，全校児童７０２名，教職員６２名で，令和３年

度をスタートしました。子どもたちには気持ちを新たに，自己を見つめ直し，

より高い目標を掲げて学校生活を送ってほしいと願っています。この一年が

子どもたちにとって，かけがえのない充実したものになるよう，また，未来

への大きな夢をはぐくむ確かな一歩となるよう，私たち玉諸小学校教職員一

丸となって教育活動を展開していきます。そして，学校，家庭，地域が強く

手を携えて「玉諸小教育」を進めていきたいと考えています。一年間どうぞ

よろしくお願いいたします。

知・徳・体の調和のとれた児童の育成を図り，

児童一人一人のよさや可能性を伸ばす。

心豊かな子 考え深い子 たくましい子 力を合わせる子
素直で明るく 進んで学習し， 心身ともに健康で， 互いのよさを認め合い，

思いやりがある。 精一杯努力する。 最後までやり抜く。 協力する。

この学校教育目標に向けて教育活動を進めていきます。また，本年度の学校経営の最重点事項は，「一人一

人を伸ばす心のこもった教育の展開ー『ていねいさ』と『続けること』ー」としました。どの子どもも「伸

びようとする芽」（能力や個性）をもっています。それを最大限に伸ばしていきたいと考えています。『てい

ねいさ』と『続けること』を合言葉に，子ども一人一人に目を注ぎ一人一人を大切にした心のこもった教育

を展開していきます。

今年度は，次の５つを重点として，玉諸小教育を展開していきます。これまでと変わらぬご支援をよろし

くお願いいたします。

学びの庭
学校教育目標
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【令和３年度入学式の様子】

◆ていねいさ（丁寧な指導）

「見る・聞く・話す・認める」の丁寧な関わりや丁寧なステップを踏んだ指導など子ども一人

一人に寄りそった指導に努めます。

◆続けること（あきらめない指導）

子どもの可能性を信じ，決してあきらめず，あせらず，子どもの心に

投げかけるなど，能力・個性・やる気を引き出す指導を継続的に行います。



転任してきた教職員を加えた新体制で，今

年度の玉諸小を築いて参ります。これまでと

変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

一人一人を大切にした生徒指導
・よさを認め，心に寄り添い，思いを汲み取る指導

・問題行動への早期対応

・子どもの共通理解と連携した指導

・報告・連絡・相談・確認体制

・家庭・関係機関との連携

心の教育の充実
・ 個の尊重と豊かな人間性の育成

・ 確かな判断力の育成

・ 道徳の時間の充実

・ 読書の習慣化と充実

・ 家庭や地域との連携

・ 情報モラルの指導

・ 豊かな体験活動の推進

・ 規範意識の醸成

学力の向上のための学習指導の工夫改善
・分かる授業の展開 ・教材・指導方法・評価の工夫

・学年に応じた基礎基本の定着 ・たまなび ・朝読書の充実

・体験的学習や問題解決的学習の重視 ・キャリア教育 ・小中連携の推進

・自ら学び自ら考える力が育つ授業 ・家庭学習の習慣化

・個に応じた指導の工夫

たくましい心と体の育成
〇心身の健康保持増進と体力の向上

・一校一実践運動の充実

・運動にチャレンジする環境づくり

・適切で，きめ細かな保健指導

・望ましい生活習慣の定着

・食教育の充実

〇生活科･総合的な学習の時間の充実

関わり合う力の育成
〇基本的生活習慣の形成

〇心の居場所である学級づくり

〇特別活動の充実

・責任ある当番や係活動

・集団行動を通しての望ましい

態度･意識･実践力の育成

・自主･自治能力の育成

・ ボランティア精神・実践力の涵養

学校だより「学びの庭」

は，玉諸小学校の教育

活動を知っていただき，

学校と家庭が手を携え

ていく一助となること

を願って発行していき

ます。どうぞよろしく

お願いします。

校 長 山本 英寿 図書館司書 古屋 千秋 すみれ１－１ 田部井 瞳 ４－１ 永井 秀樹

教 頭 藤原 裕一 技 能 員 塩澤 稔 すみれ１－２ 末木 護 ４－２ 粟生田飛鳥

主幹教諭 佐藤 浩次 Ａ Ｌ Ｔ ﾒﾈｼﾞｰｽ･ｸﾘﾝﾄ･ｼｮｰﾝ すみれ２－１ 中沢亜矢子 ４－３ 髙野 友輔

教務副主任 小澤 公彦 スクールカウンセラー 田中健史朗 すみれ２－２ 中村 和美 ４－４ 飯野由美子

初任研担当 鈴木 亮二 育 休 土橋真佐子 １－１ 三枝 陽 ５－１ 田中 聡明

英語専科 古屋 千明 産休・育休 望月真理子 １－２ 佐々木安奈 ５－２ 藤川歩野香

教務担当 竹井 佳奈 調理員（チー フ） 池田 恵子 １－３ 保坂美紀子 ５－３ 牛奥 達也

教務担当 小松いづみ 調理員（副チーフ） 伊藤 幸子 １－４ 岩間 仁美 ５－４ 小松澤輝美

初任研後補充 米山真由美 調 理 員 植松 愛 １－５ 小林 正江 ６－１ 井筒 晴美

初任研後補充 渡邉 真実 調 理 員 川崎 美香 ２－１ 小澤 陽子 ６－２ 柏木 俊輝

養護教諭 佐野 幸子 調 理 員 小林 昌子 ２－２ 降矢万由子 ６－３ 岩間 香苗

栄養教諭 半田 裕子 調 理 員 佐野 由美 ２－３ 田中 洸平 ６－４ 内藤 千草

事務主任 三枝 淑江 調 理 員 金丸 史子 ２－４ 三井 良美

市きめ細か 奥山 千代 調 理 員 田代 幸子 ３－１ 阿部 千春

市学習支援 米山真由美 調 理 員 廣瀬 綾子 ３－２ 堀内 理子

特支支援員 村松 時枝 調 理 員 石井 晴美 ３－３ 三科 由梨

スクールサポート 八重森美穂子 調 理 員 鈴木美千代 ３－４ 那口 仁

学校だよりの

ＨＰ版をご覧

いただけます。


