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「思いやる心」を原点として 

校長 石ヶ森 孝順 

４月中旬を過ぎてもグラウンドに残っていた雪がようやく解け，御料の森を駆ける子ども達の元

気な歓声が聞こえるようになりました。いよいよ北海道にも，待ちわびた春がやってきたようです。  

 ７２名の１年生を迎え，西御料地小学校の平成３０年度がスタートしました。目を輝かせ登校す

る子ども達の明るい姿から元気をもらうとともに，限りない未来への希望を感じうれしくなります。     

【本校の教育目標】 

 

 

 

 

本校の教育目標は，平成１４年度に改訂されたものです。平成１４年度と言えば，土・日曜日が休

日となる学校五日制が始まり，「生きる力」が提唱され，総合的な学習の時間が登場したときです。

これ以前の本校の教育目標は，昭和６３年度に制定されたもので，「すすんで勉強」「たすけあう心」

「強いからだ」の「知」「徳」「体」３本柱でした。平成に入ってから教育界が求め続けている「生き

る力」の理念，その要素である「知」「徳」「体」を含めた教育目標は，まさに不易の教育として本校

において脈々と受けつがれています。 

【重点教育目標】 

   『 思 い や り  学 び 合 い  や り 抜 く  子 ど も の 育 成 』」  
教育目標の達成に向け，学校や児童の実態などを踏まえた年度の重点教育目標を「思いやり 学

び合い やり抜く 子どもの育成」としました。各教科の授業をはじめ，行事等の特別活動，特別の

教科 道徳など日々の教育活動の中で具体化し，「知・

徳・体」のバランスのとれた子どもを育てていくよう，

全教職員で取り組んでまいります。 

 

     

   

 

 その際のキーワードは，「思いやる心」です。 



「思いやる心」は，ますます将来の予測が困難な時代を迎えても，他者と支え合いながら，答えが

一つでない課題に向かい，道を切り拓いていくために欠かせない重要な資質・能力です。人として

生きていく上での原点とも言えます。 

 そのためには，挨拶に始まる１日の中で他者に心を開き，「学び合う」学習活動が大切です。 

 自他の思いや考えをぶつけ合い，認め合い，新たな自分の考えを構築する学びを積み重ねること

によって，自分の意見を主張するばかりでなく，相手の立場や気持ちを受け止めて行動できる社会

性を身に付けた人格が育ちます。また，他者への信頼や自分自身への肯定感にもつながります。人

間がＡＩに負けない強みはそこにあると考えます。 

  

 子どもの教育は学校だけでは成り立ちません。家庭，地域，学校がそれぞれに役割を分担し，連携

を図り，目標や情報を共有しながら取組を進めることが大切です。 

 保護者・地域の皆様には，今年度も本校教育活動の推進にご理解とご協力を賜りますよう，心よ

りお願い申し上げます。 

 

※ 具体的な取組の内容については，下のリーフレットをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子ども達の確かな学びのために，算数科を中心にＴＴ（ティームティーチング）や少人数指導を

取り入れています。また，外部講師や巡回指導教員（前期）の配置，ＡＬＴの活用等により，3・

４年生の外国語活動，5・6 年生の外国語の学習にも楽しく学ぶ工夫を取り入れております。更に

補助指導員の配置，理科専科の来校により，きめ細かな指導に努めてまいります。 

今年度も 1年間，どうぞよろしくお願いいたします。 



拍手に迎えられての入場 新しい友達と先生と 全校児童との緊張の対面 

 

平成３０年度の教職員を紹介いたします。保護者・地域の皆様と手を携え，学校の教育目標『心

豊かに学ぶたくましい子』の育成に向けて，「すべては御料っ子のために」を合い言葉に教育活動

を進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。         （☆は転入職員） 

☆校 長   石ヶ森孝順    教 頭   浅野 智子    主幹教諭  桝本 智史 

フリー   津越 由希    TT     今川 成人     

１年１組  越田 美智子   １年２組  保勇 拓馬    １年３組  竹内  静 

２年１組  小坂 正幸    ２年２組  中川 美咲    ２年３組  倉本 美幸    

３年１組  福井 秀晃   ☆３年２組  小山内亜里紗 

４年１組  小林 加奈恵   ４年２組  柴田  真 

５年１組  丸山 清靖   ☆５年２組  布野 良徳    ５年 3組  数村 勇樹 

６年１組  中村 泰広    ６年２組  柳本 敦子      

なかよし  佐藤 美奈子   なかよし  水口 愛弓    さくら   森田 小織 

ひまわり  細川 はるか  ☆ひまわり  湯本 雅信   ☆ひまわり  木末 江美子 

特支フリー  和田 幸彦    補助指導員  江川 真理子  ☆補助指導員  田村めぐみ（５／１より） 

特別支援コーディネーター   森田 小織・津越 由希    TT     小熊 順一    

養護教諭  野瀬 路子   ☆事務職員  泉谷  淳    学校司書  狩集 幸恵 

☆用務員   櫻田 和也    用務員   槇  明範   ☆用務員   林   工 

用務員   平野 眞由美   用務員   小玉 裕子   ☆給食配膳員  木村麻由美 

☆育休中   井口 優芽 

 

 

 

 

４月５日（木）に着任式，始業式，入学式が行われました。全校児童４５２名，教職員３８名の体

制でのスタートです。２年生以上は久しぶりの登校で，教室には輝く笑顔と元気のよい挨拶の声が

響き渡りました。 

 着任式では，新しい教職員との出会いがあり，子ども達は少し緊張気味の表情でしたが，始業式

では，どの子どもからも進級の喜びと「さぁ，がんばるぞ」という意気込みが力強く伝わりました。

教職員も子ども達の気持ちをしっかりと受け止めてがんばらねばと，決意を新たにしました。 

 入学式には，ご家族の皆様が見守る中，ピカピカの新１年生７２名が堂々とした態度で入場しま

した。御料っ子として，心も体も大きく健やかに成長することを，学校あげてみんなで応援してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ４月１５日（日）に全校参観日並びに PTA総会が行

われました。今年度最初の参観日とあって，多くの保護

者の皆様においでいただきました。１年生にとっては

初めての参観日。また，３年生と５年生も，クラス替え

があっての参観日でした。どの学級の児童も，真剣に学

習課題に向き合い，考え，意欲的に活動する姿が見られ

ました。 

 また，PTA総会には，２００名を越える会員の皆様

の出席を賜り，昨年度の反省や今年度の活動について

ご協議いただき，議案書通り承認されました。PTA会

員の皆様には，今年度も西御料地小学校 PTAの活動に

対しまして，ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 また，役員をお引き受けいただいた皆様には，ご苦労

をおかけいたしますが，子ども達の輝く笑顔のために

１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

【平成３０年度 PTA本部役員】 

会 長  長谷 浩幸 

顧 問  石ヶ森孝順 

  副会長  村本 暁宣   青井  誠 

      金森真由美 

  会 計  松井亜希子   桝本 智史 

  監 査  佐藤めぐみ   梶田 貴裕 

事務局長 浅野 智子   

  事務局員 藤田 慶美   洞口 勇人 

      山本あゆみ   村中 幸子 

      宮内 千春    

ルックミースーイン 

津越 由希 

 

日本の産業について考える 5年生    意欲的に発表する 2年生     平成３０年度 PTA総会 

 

 

 

 
１日(火) 個人面談⑦ 

わかば教室（交通安全教室１年） 

      全校朝会 

 ２日(水) 耳鼻科健診（2・5年） 

 ３日(木) 憲法記念日 

 ４日(金) みどりの日 

 ５日(土) こどもの日 

 ７日(月) 朝の街頭指導 

      クラブ① 

 ８日(火) 委員会② 

９日(水) 参観日（特別支援学級） 

１０日(木) 参観日（１～３年） 

ＰＴＡ全役員総会 

１１日(金) 参観日（４～６年）    

１４日(月) 運動会特別時間割開始 

      職員会議 
 

１５日(火） 児童係活動① 

２２日(火) 児童係活動② 

 ２３日(水) 総練習（お弁当持参の日） 

       職員会議 

       諸費振替日（初回） 

 ２５日(金) 運動会前日準備 

 ２６日(土) 運動会 

２８日(月) 振替休業日 

 ２９日(火) 運動会後片付け(お弁当持参の日) 

３０日(水) フッ化物洗口開始 

      研修日 

 ３１日(木) 心電図検査（１年） 

       色コース別安全指導 

  
 


