
「新年度はじめにあたって ｣
旭川市立永山南小学校

校長 藤 弘 亨

日差しが次第に強くなり，初夏の気候を思わせる日々が続いておりますが，保護者，地

域の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。

さて，去る４月５日（金）に私を含め新たに１６名の職員と１１２名の新入生を迎え，

全校児童５６２名，教職員５９名で平成３１年度の永山南小学校がスタートしました。

教職員一同，本年度の重点目標「共に学び合い，協力し合い，主体的に学ぶ子どもの育

成」を目指して日々の教育活動を行ってまいりまので，よろしくお願いいたします。

始業式には，子どもたちに立派な永山南小学校の

児童（南っ子）に育ってほしいという願いを込め， 合い言葉

四つの合い言葉についてお話ししました。この合い ○ 体をみがこう

言葉は学校教育『鍛（たん） 思（し） 遂（すい） ○ 心をみがこう

考（こう）が示す ,「目指す子どもの姿」に迫るた ○ ねばり強く取り組もう

めのめあてとして定めたものです。子どもたちには， ○ 言葉をみがこう

この言葉を意識して学校生活を過ごしてほしいと願

っています。

１３日（土）のＰＴＡ総会に先立って行った学校説明会では，学校における働き方改革

について話をさせていただきました。

すでに新聞やニュースなどの報道でご存じのことと思いますが，昨年度以来官民一体と

なった働き方改革が進められています。旭川市でも本年１月に「旭川市立小中学校働き方

改革推進プラン」※ 1 が策定され，４つの戦略と４５の具体的取組が示されました。

学校では，昨年度より学校閉庁日の設定や，時間外勤務縮減週間，一斉定時退勤日の設

定により勤務時間を意識した働き方を進めてきました。本年度は学校行事の日程見直しと，

昨年度から検討を進めていた通知表発行の前・後期制を実施します。教職員が時間にゆと

りをもち，心身ともに健康で，生き生きとした姿で子どもたちと向き合えることが教育の

質の向上つながります。保護者，地域の皆様には，引き続きご理解とご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。（※ 1 は旭川市 HP にてご覧いただけます。）

永山南小学校
学校だより 平成３１年４月２６日



１日（水）新天皇即位

２日（木）休日

３日（金）憲法記念日

４日（土）みどりの日

５日（日）こどもの日

６日（月）振替休日

７日（火）街頭指導

８日（水）校舎外清掃 ＰＴＡ三役会

１０日（金）委員会③ ＰＴＡ役員総会

１３日（月）運動会特別時間割開始 全校集会 教育実習Ⅱ（～２１日）

１４日（火）運動会実行委員会①

１５日（水）一斉下校訓練 口座振替日

１７日（金）運動会全体練習①

２０日（月）運動会全体練習②

２１日（火）運動会全体練習③ 運動会実行委員会② 座席抽選会

２２日（水）運動会総練習

２４日（金）運動会実行委員会③ 運動会諸準備

２５日（土）座席抽選会に参加されない方の運動会席取り

２６日（日）永山南小学校 大運動会

２７日（月）振替休業日

２８日（火）弁当の日 後片付け

２９日（水）内科健診（１・６生）

３０日（木）眼科健診（１・３・５年） 朝の読み聞かせ（１年）

３１日（金）クラブ② 心電図検査（１年）

新年度のスタートにあたり，子どもたちの通学の安全を見守る活動を行っていただいていま

す。PTAの保護者ボランティアや「金星ハイヤー」の方々など，たくさんの目で子どもたちを

見守っていただいているおかげで，子どもたちも安心して登校することができています。この

場をかりて厚くお礼申し上げます。今後も，教職員，家庭，地域が連携して子どもたちの安全

を見守りたいと思います。



１３日（土）の授業参観，学校説明会には多数の保護者の方にお越しいただきました。

ありがとうございます。校長より，本年度の学校経営の説明，養護教諭より生活リズム，

特別支援コーディネーターより特別支援に関わるお話をさせていただきました。ご家庭と

連携を取り合い，確かな成長を促していける教育活動を推進してまいります。

平成３１年度全児童数は５６２名，教職員５９

名でスタートしました。

児童数

１年 112
２年 92
３年 88
４年 89
５年 92
６年 89
全校児童 562

校　　長 藤弘　　亨 教　　頭 澤田　匡史

主幹教諭 西尾　圭一 教務主任 辻　　博康
特別支援コー
ディネーター 折田　　恵 外国語専科 会田　有紀

初任者指導 福澤　廣成 養護教諭 大矢　恵子

少人数指導 小玉　智生 大高　俊樹 豊田　陽一

１年生 米澤　晶子 川原　あゆみ 小出　　陣 勝山　麻己

２年生 吉野　和気 髙橋　賢祐 中島　麻緒

３年生 吉井　華菜 米倉　大貴 齊藤　雅人

４年生 阪野　里奈 成田　省吾 三浦　博志

５年生 阿部　智子 金澤　　遼 菅野　　恵

６年生 田所　千恵 藤橋　真臣 赤坂　　准

こもれび 和泉　明日香 長嶋　弥生　　今渕　芳紀

せせらぎ 村田　紗織 鈴木　隆司 梶浦　由美子

そよかぜ 井上　恵美 たいよう 村端　聖子

あおぞら 佐藤　聖子 ことば 武田　真樹 鈴木　恭子

栄養教諭 土田　早苗 事務職員 福田　尚人
特別支援補助指導員 谷口　恵美 学校司書 吉田　三奈

用務員 八木　英敏 下山　順一 結城　敏子 福屋　芽久美

和田　夕希子 笹谷　典子 横尾　かずみ 前田　奈緒子

近藤　リサ 高橋　梨絵 石井　かおる 片岡　和美

橋本　　望 廣田　容子

給食調理員

学校教育目標と目指す子どもの姿

鍛
たん すすんで体を鍛える子ども

心豊かな思いやりのある子ども

こう

すい

し

ねばり強くやり遂げる子ども

よく考え工夫する子ども

言葉をみがこう合い言葉

体をみがこう合い言葉

心をみがこう合い言葉

ねばり強く取り組もう合い言葉

思

遂

考

【年度の重点目標】 共に学び合い，協力し合い
主体的に学ぶ子どもの育成

期待する子どもの姿

（鍛）楽しみながら運動し，約束やきまりを守って安全に生活している

（思）友達と仲良く力を合わせて活動している

（遂）めあてに向かって粘り強く取り組んでいる

（考）発表をしっかり聞き，自分の考えを進んで発言している

（鍛）進んで運動し，健康・安全に気をつけながら生活している

（思）思いやりをもち，仲良く助け合って活動している

（遂）責任もって，仕事をやり続けている

（考）友達と考えを出し合い，協力し合って学習している

（鍛）目標に向かって自主的に運動したり，よりよい生活のために主体的に行動したりし

○○○ている

（思）お互いのよさや立場を認め合い，励まし合い，協力し合って活動している

（遂）自分の役割を自覚し，責任をもって最後までやり抜いている

（考）話し合い，高め合いながら主体的に学んでいる

高
学
年

中
学
年

低
学
年



１３日（土）に行われたＰＴＡ総会 《平成３１年度ＰＴＡ本部役員》

では，本年度の本部役員やＰＴＡ活

動について協議し，承認をいただき

ました。５月１０日（金）に予定さ

れている役員総会を経て，本格的に

ＰＴＡ活動が始まります。本年度も，

学校，家庭，地域が連携を取りなが

ら，子どものよりよい成長のために

尽力してまいります。

4月５日（金）１１２名の1年生が入学しました。大きなランドセルを背負い，笑顔いっぱ

い，不安ちょっぴりで入学式に参加した子どもたち。入学式では，真剣に話を聞く子，周り

を見回してきょろきょろする子・・・少し緊張気味の様子でした。

４月は毎朝，6年生の優しい笑顔に迎えられ，学習の準備など一緒に行い，笑顔いっぱい

で学習などに頑張る姿が見られます。給食の時間には，背筋をピンと伸ばして静かに待つ姿

勢や最後まで一生懸命食べる姿が，また，「おはようございます。」「ありがとうございます。」

など，はきはきと返事をする姿に早くも小学生としての成長を感じました。参観日も，元気

いっぱいのかわいらしい様子が見られました。

ＧＷが明けたら，運動会の取組が本格的に始まります。５月末の運動会では，また少し成

長した様子がご覧いただけると思います。

会　 長 泉　 　　昌成 監　 査 榊　     比佐代
副会長 畠中　　和代 監　 査 花本    育子
副会長 髙山　　朋美 広報部長 星　　　翼
副会長 狩野　　嘉子 厚生部長 昆　　　し津加
副会長 酒井　  亜希子 環境部長 鷲見　 紀子
副会長 脇田　  幸恵 事務局長 澤田 　匡史
副会長 齊藤　  玲子 事務局次長 西尾　 圭一
会　 計 栁原     ゆり子 事務局員 辻　  　博康
監　 査 長尾     こずえ 顧問 藤弘　  　亨
監　 査 佐々木    敬子


