
 

 

 

子どもたちの気持ちの高まりを大切に 

                    校 長 菊 池 守 晃  

柔らかな春の光が校舎を優しく包み，小鳥のさえず

りに合わせ，福寿草が次々に芽を出す季節になってま

いりました。学校の花壇には，クロッカスがきれいに

咲き出しました。 

 今日，４月７日（月）は，夢をふくらませ新年度を

スタートさせる嬉しい日でもあります。明るく元気い

っぱいの１０９名の新１年生を迎え，６９６名の子ど

もたちと３７名の教職員，普通学級２１クラスの規模

で北美原小学校の平成２６年度がスタートしました。 

 

  さて，春は，草木が芽吹くように，子どもたちの気

持ちも自然に高まってきます。「あんなことに頑張っ

てみよう！」「こんなことに取り組んでみよう！」，

そんな子どもたちの気持ちを大切にし，子ども一人一

人が，確かな学力と豊かな心に支えられ，たくましく

生きる力を身につけた北美原の子に育ってほしいとい

う願いを込めて，２６年度も次の教育目標で，教育活

動を進めていきます。 

 学校教育は，子ども一人一人の人格の完成を目指し，

それぞれの個性や可能性を最大限に伸ばすことに大き

な役割があります。子どもは，今までできなかったこ

とができるようになると，意欲を高め，いろいろなこ 

 

 

 

 

 

とに挑戦してみようという気持ち

になります。また，様々な体験を

通して興味を広げたり，繰り返し

行うことで見方や考え方を深めた

りもします。私ども北美原の教職

員は，子どものよさを認め，限りない可能性を信じ，

日々の教育活動に全力であたっていかなければならな

いと考えています。 

 そのためには，「学校を，子どもたちが生き生きと

学び明るく楽しく過ごせる場」にし，北美原小学校で

なければできない教育活動を創造して，地域・保護者

の皆様と共に歩む学校づくりを目指し，北美原の子ど

もたちのために教職員一丸となって努力してまいりま

す。 

平成２６年度も，これまで同様，保護者の方々並び

に地域の皆様の一層の御理解・御支援を賜りますよう

何卒よろしくお願いいたします。 

  

帰宅時刻・自転車解禁について 

 

４月から帰宅時刻が午後６時になっています。時期

や天候によって設定時刻前に暗くなることも予想され

ます。基本的には「暗くなる前に家に入る」と御理解

ください。また，自転車の使用についてですが，近隣

校と足並みをそろえ，開始日を８日（火）からとしま

した。その日に合わせて学校でも乗車について指導し

ます。御家庭でも安全に乗車する

ようお話しくださるようお願い

いたします。 

函館市立北美原小学校 学校通信 

平成２６年 4月８日（火） 

≪学校教育目標≫ 

◎ 表現する子 

◎ たくましい子 

◎ 心豊かな子 

≪重点教育目標≫  

 ≪あいことば≫ 



 

 

 現時点での４月の主な行事予定ですが，変更になる

場合もありますのでご了承ください。新年度初めに確

定した予定をお知らせします。 

 

 ５日（木）入学式準備 

      新６年生登校  ９：３０ 

      新２年生登校 １１：００ 

 ６日（金）交通安全街頭指導（～１２日） 

特別日課２時間 

着任式 始業式 入学式 

 ９日（月）特別日課４時間 

交通安全指導（新１年） 

新１年生下校指導（～１１日） 

１０日（火）特別日課４時間 

１１日（水）給食開始（２～６年） 

１２日（木）ｸﾗﾌﾞ活動ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（４～６年） 

１６日（月）給食開始（１年） 委員会活動 

１７日（火）全国学力学習状況調査（６年） 

１８日（水）前期児童会任命式 

１９日（木）特別日課５時間 授業参観 

ＰＴＡ総会 学級懇談会 

２３日（月）特別日課４時間 

家庭訪問（～２７日） 

２５日（水）１年生を迎える会 

２７日（金）給食費引落日 
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着任された教職員を紹介します。 

教諭  竹原 ゆかり（桔梗小学校より） 

教諭  佐藤   充（赤川小学校より） 

教諭  増田  智子（弥生小学校より） 

教諭  畑中  麻衣（新採用） 

教諭   秋本     透（再任用） 

教諭    赤石   勲（再任用） 

支援員 平田  千絵（昭和小学校より） 

平成２６年度 北美原小学校スタッフ紹介 

○校長・・・菊池 守晃 

○教頭・・・松浦 一秀 

○専科・算数ＴＴ（特別支援含）              

 ・４～６年音楽   明戸 泰子 

 ・５・６年理科   田口 喜義 

 ・５年算数ＴＴ   赤石  勲 

 ・６年算数ＴＴ   秋本  透 

 ・３・４年算数ＴＴ 中村 宣子 

○養護教諭・・・油谷  麻里 

○事務職員・・・木村  敏幸  松田 久美子 

        板谷  牧子 

○栄養職員・・・鈴木 扶美代 

○用 務 員・・・菊池   洋  巻口  慶悟 

○支 援 員・・・榊   秀美  平田  千絵  

 

－学級担任－ 

1年 1組 堂前  智子 

1年 3組 酒井   文 

2年 1組 紺田   智 

2年 3組 川村  珠実 

3年 1組 竹原 ゆかり 

3年 3組 白鳥  佑一 

4年 1組 菊田 美代子 

4年 3組 畑中  麻衣 

5年 1組 小林  義治 

5年 3組 中村  啓子 

6年 1組 多田   淳 

6年 3組 宮城  隆之 

1年 2組 山田   光 

1年 4組 渡辺 奈穂子 

2年 2組 土野  伸子 

2年 4組 丸山  恭子 

3年 2組 石川  博康 

 

4年 2組 田上   悟 

 

5年 2組 佐藤   充 

5年 4組 増田  智子 

6年 2組 中村   円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７日（月）着任式  始業式  入学式 

      交通安全街頭指導（～１１日） 

 ８日（火）特別日課４時間 

聴力検査（２年） 

新１年生下校指導（～14 日） 

９日（水）特別日課４時間  

歯科検診（6年，2の 1，2の 2） 

１０日（木）聴力検査（3年） 

      新１年交通安全教室 

給食開始（２～６年） 

クラブ活動オリエンテーション 

１１日（金）歯科検診（４年，２の３，２の４） 

１４日（月）耳鼻科検診（１，３，５年） 

      第１回委員会活動 

１５日（火）聴力検査（５年） 

１年給食開始 

１６日（水）児童会任命式 

歯科検診（３年，５の１，５の２） 

１７日（木）特別日課５時間 三計測（５，６年） 

授業参観  ＰＴＡ総会  学級懇談会 

１８日（金）三計測（３，４年） 

２１日（月）三計測（１，２年） 

      第２回委員会活動 

２２日（火）特別日課４時間（～３０日） 

家庭訪問（～２８日）三計測未検者測定 

全国学力学習状況調査（６年） 

２３日（水）歯科検診（１年，５の３，５の４） 

２４日（木）１年生を迎える会 

      尿検査（全学年） 

２５日（金）視力検査（６年） 

２８日（月）視力検査（５年） 

      給食費引落日 

２９日（火）昭和の日 

３０日（水）家庭訪問予備日 

      視力検査（４年） 


