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「夢に向かって 明るく しなやか 豊岡の子ども」

豊岡小学校

校長室だより ＮＯ.１

Ｈ３１．４．４

いよいよ、平成３１年度がスタートしました。

春休み中に大きな事故やけがもなく、子ども

たち５２名全員が、笑顔で、元気に登校してく

れたことを、とても、うれしく思っています。

健康で安全な生活をご指導いただいた保護者の

皆さん、ありがとうございました。今年度も、

本校職員一同、子どもたちのために一生懸命が

んばりますので、どうかよろしくお願いします。

新しく、本校に来られた先生方を紹介します。

判田 久 樹 教頭先生
はんだ ひさしげ

（大仙市立 大曲小学校から ご昇任）

木元 俊子 先生
きもと としこ

（仙北市立 神代小学校から）

永田 縁 先生
ながた ゆかり

（秋田市立 仁井田小学校から）

後藤 宏 佑 先生
ごとう こうすけ

（大館市立 城西小学校から）

田口 伸子 先生（養護教諭）
たぐち しんこ

（大仙市立 豊川小学校から）

三浦 奏子 先生
みうら かなこ

（仙北市立 中川小学校より）

判田 久樹 教頭先生

大曲小学校から参りました。家は

に向かっ

て通勤することになります。３０年ほど前、大

学卒業後、新採用で４年間お世話になったのが

おとなりの豊川小学校でした。こちらの風景を

見ると、身が引き締まる思いになりました。豊

岡の地域、学校、子どもたちのいいところや大

好きなところをいっぱい見つけながら、がんば

っていきたいなあと思っています。どうか、よ

ろしくお願いします。

新 任 式
木元 俊子 先生

初めまして、木元俊子です。自宅は

で、豊岡のすぐお隣です。豊岡小学校は「あ

たたかい地域の中で、みんなに育てられている

学校」とうかがっています。私も、豊岡ならで

はの行事や活動にどんどん関わって、子どもた

ちのよさ、地域のあたたかさを感じていきたい

と思っています。どうぞ、よろしくお願いいた

します。

永田 縁 先生

ご縁があって、秋田市の仁井田小学校より赴

任しました。住まいは、大仙市大曲、

です。豊岡小学校の「郷土を讃える

歌」に、歌い継がれた素晴らしい伝統に感激し、

一員となれたことをうれしく思っております。

私は、子どもたちの笑顔が大好きです。保護者

の皆様や地域の方々のお力を頂きながら、子ど

もたちが、笑顔で楽しい学校生活を過ごせます

ようがんばってまいります。どうぞ、よろしく

お願い致します。

後藤 宏佑 先生

初めまして。大館市の城西（じょうせい）小

学校から来ました後藤宏佑です。大館から来ま

したが、出身は美郷町 です。豊岡小学校

の皆さんと、一緒に勉強したり遊んだりするこ

とを楽しみにしてきました。よろしくお願いし

ます。（ちなみに、バスケットボールとメロンパ

ンが大好きです。）

田口 伸子 先生

豊川小学校からまいりました養護教諭の田口

伸子です。自宅は、

です。これまで交流を深めてきた豊岡

小学校にお世話になることになり、ご縁を感じ

ているところです。友だちや同僚の先生方みん

なに、「豊岡小って、子どもたちはとっても素直

だし、いい学校いい地域だよ。」と以前から教え

てもらっていましたので、子どもたちと会える

ことを楽しみにしております。

豊岡のいろいろな良さを感じたいと思ってお

ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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三浦 奏子 先生

はじめまして。豊岡小学校での生活を楽しみ

に、中川小学校から参りました。元気いっぱい

の子どもたちとのこれからの生活にとてもワク

ワクしています。子どもが楽しく学び、元気に

生活していけるように、日々の指導に取り組み

たいと思います。楽しく充実した日々を過ごせ

るように努力していきますので、どうぞ、よろ

しくお願いします。

【 先生、 先生、 先生】

【 先生、 先生、 先生】

４日（木）午前に行われた新任式では、新し

く来られた先生方から、自己紹介等のお話をし

ていただきましたが、そのお話の中で「『郷土を

讃える歌』が素晴らしかった」「千人ぐらいの子

どもたちが歌ってる声の大きさと一緒だ！」等

のお褒めの言葉を、児童数が本校の１０～１５

倍ぐらいの学校から来てくださった先生方に言

っていただきました。本校の子どもたちの歌声

は、どこにも負けない、素晴らしいもであるこ

とを再確認でき、とてもうれしい新年度初日と

なりました。

新任式での「児童歓迎の言葉」を紹介します。

堂々とした、立派な発表でした。さすが６年生

です。

ようこそ豊岡小学校へ

判田久樹教頭先生、木元俊

子先生、永田縁先生、後藤宏

佑先生、田口伸子先生、三浦

奏子先生、豊岡小学校へよう

こそおいでくださいました。

豊岡小学校は、おうう山脈

のふもとにあり、とても自然豊かなところ

です。校門の前の豊栄の松は、３００年以

上の歴史があります。校庭にあるもみじの

木も、秋になると、まっかに色づきます。

いちょうの黄色もあり、秋の学校は、とて

もきれいです。

時には、熊もサルもイノシシも出ぼつし

ますが、事故もなくすごしており、人間と

生き物がうまく共存しているところです。

ぼくたちは、新入生を入れると、全校で

６８人、みんなが学校が好きで、毎日元気

に登校します。去年は、雨が降っても校門

の横であいさつ運動をしましたし、朝早く

から花だんやプランターの水やりをしてい

ます。そうじはたてわりはんで行い、学年

を問わず、みんなが仲良く協力し合うこと

ができます。

次に、新しく来られた先生方に、大きな

二つの行事をしょうかいします。

一つ目は、運動会です。運動会では、豊

岡小学校だけでなく、地いきの人たちも参

加するので、とても交流が深まります。全

校リレーもあります。

二つ目は、米作りです。田植えや稲刈り

などは、地いきの方々も手伝いに来てくれ、

全校で行い、５年生が中心となってがんば

ります。天日干しのお米は、とてもおいし

いです。

楽しいことは、まだまだあります。これ

から新しく来られた６人の先生方と勉強し

ながら、よりよい豊岡小学校にしていきた

いと思います。

６人の先生方、どうぞ、よろしくお願い

します。

新任式のあと、今年度の始業式を行いました。

始業式では、私から子どもたちに、

１ 交通安全と安全な学校生活を、今年もがん

ばりましょう！

２ 「岡小のあいさつ」（いつも、相手の目を見

て、明るく元気に、大きな声で）をがんばり

ましょう！

３ 友だちの残念な行動を見たら、注意してあ

げましょう。先生たちも、皆さんのことが大

好きだから、本気で注意します。注意された

ら、自分のことを思って注意してくれている

のだから、素直に「はい」と返事をして、お

互いに高まっていきましょう。

…などのお話をしました。特に、２の「あいさ

つ」については、子どもたち一人一人に、先生

たちに向かってあいさつをしてもらい、全員が

「相手の目を見て」「明るく元気に」「大きな声

で」あいさつができることを確認しました。で

すから、これからは、そのようなあいさつを「い

始 業 式
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つも」がんばり、「できることをしっかりがんば

る」子どもたちに育ってほしいと思っています。

ご家庭での御指導も、どうか、よろしくお願い

します。

【岡小のあいさつ】 【わ～、すごい！】

【全員合格！「岡小のあいさつ」ができました！】

【歌「青い空に絵を描こう」】

始業式で、学年を代表して発表してくれた子

どもたちの発表内容を紹介します。

２年生でがんばりたいこと

ぼくは、２年生でがんばり

たいことが四つあります。

一つ目は、百人一しゅです。

１年生のときは、なかなかす

すめませんでした。おぼえて

よめたときは、とてもうれし

かったです。だから、２年生

でよめるようになりたいです。

二つ目は、けんばんハーモニカのえんそ

うです。音のばしょをおぼえたり、正しい

ゆびづかいをしたりするのは、むずかしい

です。とくに、ソとラがむずかしいです。

でも、じょうずにできるとうれしいので、

がんばりたいです。

三つ目は、かけざんです。２年生では、

九九を学しゅうするとおしえてもらいまし

た。たくさんれんしゅうして、できるよう

になりたいです。

四つ目は、マラソン大かいです。きょ年

は１年生の中で４いでした。ことしは、１

いか２いをとりたいです。

四つとも、じぶんでがんばらないとでき

ないことです。と中でくじけそうになるか

もしれないけれど、ちょうせんしたいです。

そして、１年生のお手本になる２年生に

なりたいとおもいます。

４年生になってがんばりたいこと

ぼくは、４年生になってが

んばりたいことが四つありま

す。

一つ目が全校テストです。

ぼくは去年、前期と後期にパ

ーフェクトしょうをとってい

ますが、４年生でもつづけて、

百点をとっていきたいとおもいます。その

ために、じゅぎょう中はしっかり話をきい

たり、すすんで考えを発表したりしたいと

考えています。他にも、理科や社会のテス

トも全校テストと同じくらいがんばって、

３年生のときよりも百点の数をふやしてい

きたいです。

二つ目は、一人勉強です。ぼくは、３年

生のときも一人勉強をがんばっていました

が、４年生ではノートのマスが小さくなる

ので、毎日同じリズムでしっかりやり、テ

ストでもがんばれるように、一人勉強を１

日に２ページから４ページくらい書きたい

と思っています。

三つ目は、マラソン大会です。ぼくは１

年生、２年生、３年生のときは、ずっと３

位でした。休み時間やおうちでも毎日少し

ずつ走って、４年生のマラソン大会では、

１位をとりたいです。

四つ目は、スポ少の野球です。今年はま

ず、下半身を強くしたいです。練習以外で

もたくさん走ったり、たいかんをやって下

半身を強くし、バッティングで今よりもた

くさんとばせるようにがんばりたいです。

そして、この１年でヒットを十本いじょう

打ちたいです。次に、とうきゅうフォーム

です。ぼくは投げるときにじくがくずれる

ことがあるので、しっかりそこをみんなと

の練習でなおして、投げるのもうまく、打

つのもうまい野球せんしゅになりたいです。

４年生では、新しく委員会やクラブがは

じまります。５年生、６年生の人たちとい

っしょに活動するのが、今から楽しみです。

また、ぼくは、今年、登校はんのはん長に

なりました。新しく入る１年生に歩き方を

しっかり教えて、安全に登校できるように

したいです。
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ぼくは今日、４年生に進級して、うれし

い気持ちでいっぱいです。この気持ちをわ

すれずに友だちとなかよくして、毎日元気

にすごしていきたいと思います。

６年生としての私の目標

私は大きな目標を二つ決め

ました。この二つを１年を通

してがんばり、力をつけて中

学生になりたいと考えていま

す。

一つ目は、生活を見直して

いくことです。最高学年とし

て、周囲に気配りが出来て、面どうを見て

あげたいと思っています。そのためには、

自分に余裕がなければ面どうも見てあげら

れません。やりたい事、やらなければいけ

ないことは、たくさんあると思います。だ

れかに言われなくても、自分から進んで物

事に積極的に取り組みます。そのためにも、

時間をじょうずに使える人になりたいです。

心のスイッチ、やる気のスイッチを自分で

切りかえ、だらだらした生活をしないよう

に気をつけていきます。

勉強面で、５年生では、分数の計算で約

分を忘れたり、漢字をまちがえたまま、覚

えてしまったりしました。そのままテスト

に書いて、もうちょっとのところで点数を

のがしてしまっていました。大事なところ

は、声を出して読むことや、くり返し練習

することを続けていきたいです。６年生の

勉強は、きっとむずかしいと思うので、あ

きらめないでがんばりたいです。

１日は２４時間しかありません。時間を

大切にして、勉強、水泳、そのほかの活動

の両立ができるように、規則正しい生活を

送りたいです。残り１年の小学校生活なの

で、全力で物事に取り組みます。そして、

自信をもって中学校に進みたいです。

先月、秋田市でエネルギーについて発表

してきました。４月１３日（土）１０時頃

から中仙イオンで、もう一度、発表します。

よかったら見に来てください。

今年度の本校の職員と、主な担当等を紹介し

ます。どうか、よろしくお願いします。

なお、この他に…

①理科の教育専門監 堀井千代子先生（本務校

は西仙北小学校）が毎週金曜日、３～６年生

の理科の授業に、学級担任の先生と一緒に授

業をしてくれます。

②豊成中学校の英語科の杉山真澄先生が、毎週

１時間、本校に来て、最初は５年生、次の週

は６年生の外国語活動の授業に入って、学級

担任の先生と一緒に指導してくれます。

③ＡＬＴのコリン先生が、毎週１回、５年生と

６年生の外国語活動の授業に参加してくれま

す。

職・担任等 氏 名 主な校務分掌

校 長 全般

教 頭 校務全般

主任主査 庶務全般

養護教諭 保健主事

教務主任 教務全般

１年担任 教務主任補助

いちょう担任 道徳主任

２年担任 研究主任

すずかけ担任 司書教諭

３年担任 特活主任

４年担任 体育主任

とよさか担任 体育主任補助

とよさか支援員

５年担任 生徒指導主事

６年担任 総合的な学習の時間

用務員

校務員

今年度、４年生に進級したとよさか学級の

さんが、２階にある４年生の教室に移動

するため、何度も階段の上り下りをしなければ

ならなくなり、大仙市教育委員会から「昇降機」

（しょうこうき）を借りて使用することになり

ました。子どもたちには、「昇降機」に触らない

こと、安全に気をつけながら階段の上り下りを

すること、などをお願いしましたので、ご承知

おきください。どうか、よろしくお願いします。

お知らせ


