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「笑顔・夢・元気いっぱいの学校」  

校長 青木 春乃 

保護者の皆様、お子様の御入学、御進級おめでとうございます。 

学級園の花壇に、色とりどりのチューリップやパンジーが咲きほこる中、 

その花たちの美しさに負けないほどの「きらきらかがやく 大山っ子たち」の

明るい笑顔と元気な声が学校に戻ってまいりました。職員一同幸せな

気持ちでいっぱいです。本年度は、１２名の新入学児童を迎え、全校児

童６２名、教職員1９名でのスタートとなります。 

  平成30年度、本校は、開校１３０周年という節目の年を迎えます。長い歴史の中で、多くの保

護者、地域、そして教職員が築いてきたよき伝統を変わらず継承しつつ、さらなる伝統を「笑顔い

っぱい・夢いっぱい、元気いっぱい」に、創造してまいりたいと考えております。引き続き、御支援、

御協力をお願い申し上げます。今年度も、<学校教育目標>を、   

 

きらきら かがやく 大山っ子 

・仲よく助け合う子  ・自分から考え、進んでやる子  ・強くたくましい子 

として、教育活動を展開してまいります。特に、<目指す学校像・児童像>を、 

とし、教職員一同が力を結集し、きらきらかがやく大山っ子たちの指導に全力であたりたいと考え

ています。『子供、第一』心配なことがございましたら、遠慮なく御相談ください。 

今年度も、どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

『笑顔いっぱい・夢いっぱい・元気いっぱいの学校』 

合言葉 「楽しくなきゃ 学校じゃない」 

 

『笑顔』=思いやりと助け合い 

『夢』=学力の定着と体力向上 

『元気』=明るく大きな挨拶と返事 
 

学校教育目標 

○仲よく助け合う子 

○自分から考え進んでやる子 

○強くたくましい子 

白岡市立大山小だより  

大山っ子  

  

今年度も市の予算の教職員が配置されます 
今年度も、本校は、３年生と４年生の児童数が合わせて１６人以下となり、引き続き、国の基準では複式学級

の対象となります。しかし、本校は、白岡市が、常勤の教員を市の予算で配置し、複式学級とはしないように配
慮いただいて、今年度も、これまでどおり学年別の学級編制が維持できています。白岡市に感謝いたします。保
護者、地域の皆様におかれましては、 今後とも、大山小学校の教育活動に御理解・御協力くださるようお願い
いたします。 

 

  

学校応援団・親児の会に御協力を！！お願いします。 
大山小学校では、『できる時に・できることを・できる分だけ』を合言葉に、子供たちの教育活動を支援いただけ

る方を募集しています。登下校の見守り・作物の栽培補助・環境整備（除草、剪定等）・学校行事への参加な
ど、『できる時に・できることを・できる分だけ』お手伝いいただけませんか。ぜひ、学校応援団・親児の会への御
登録に、御理解・御協力くださるようお願いいたします。[ご質問等は、大山小 教頭 松本まで 97-0627] 

 

http://www.sch.city.shiraoka.lg.jp/ooyamae/top_ooyamae.htm


      

 

 

 

      

                      《 連 絡 》 
・４月は交通量が多くなります。交通ルールを守り、交通事故に気をつけましょう。 

・埼玉県では自転車保険加入が義務となります。加入については、再度ご確認ください。 

・新学年の持ち物の名前付けや学用品の準備をしましょう。 

・学校生活のリズムを整えて、元気に登校しましょう。 

・今年度から月曜日の下校時刻が変わります。（５時間の日：１４：３０頃 ６時間の日：１５：１５頃） 

  今月の予定        は公開です。 

日 曜日     主な行事予定 
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水 

木 

月 

 

火 

水 

木 

金 

日 

月 

始業式 入学式 

特別日課① 漢字計算テスト 

チャレンジタイム  

給食開始（２～６年） 発育測定 

チャレンジタイム 視力検査 

埼玉県学力・学習状況調査（４･５･６年） 

特別日課③（職員研修のため）下校13:55 

聴力検査（１・２・３・５年） 

１年給食開始（一斉下校） 

チャレンジタイム 

全国学力・学習状況調査（６年） 

特別日課②（教職員全員研修）下校12:50 

１年生を迎える会(8:20～) クラブ 

特別日課③ 

授業参観(12:50)・懇談会 Ｐ専門部会 

歯科健診(8:50～) 

ロング昼休み 避難訓練（地震・火災） 

尿検査 クラブ 

音楽朝会（離任式隊形確認） 

昭和の日 

振替休日 

転出 

 関口 考明 教頭      羽生市立須影小学校へ 

 峯  明美 教諭      白岡市立南小学校へ 

 髙橋 美春 教諭      白岡市立西小学校へ 

 小山 芳恵 養護教諭   白岡市立南小学校へ 

 白石 ひろみ 栄養士    退職 

 服部 多鶴子 相談員    白岡市立白岡東小学校へ 

 石黒 晃子 生活補助員   白岡市立菁莪小学校へ 

転入 

 松本 直大 教頭      蓮田市教育委員会から 

 漆畑 美紀 教諭      白岡市立菁莪小学校から 

 堀部 てい子 養護教諭  蓮田市立黒浜北小学校から 

 曽根 かおり 教諭      白岡市立西小学校から 

 赤石 裕子 教諭    白岡市立西小学校から 

松澤 亜矢子 栄養士     新採用 

 関川 玲子 相談員   白岡市立西小学校から 

校  長  青木 春乃    養護教諭 堀部 てい子 

教  頭  松本 直大    事務主幹 松本 日登美 

教務主任  小川 雅人    栄 養 士  松澤 亜矢子 

１年担任  漆畑 美紀    校 務 員 細田 美枝子 

２年担任  天野 直子    生活補助員 高畑 あづみ 

３年担任  曽根かおり    相 談 員  関川 玲子 

４年担任  関根 陽子    理科支援員 松原 明美 

５年担任  内藤 千瑛    図書支援員 永嶋 さつき 

６年担任  森田 陽一     ＡＥＴ シェリー アン ウチダ 

たちばな  赤石 裕子  

今年度も「平成３０年度大山小学校メール配信サービス」 

への登録をお願いいたします。２年生以上のご家庭につき 

ましては、学校で更新手続きをいたしますので、引き続き 

ご利用ください。何か不明なことがありましたら、学校ま 

でご連絡ください。尚、１６日（月）１４：００頃テストメ

ールを流します。ご対応ください。     

教職員の人事異動 

平成３０年度 職員紹介 

メール登録のお願い 

教職員の人事異動 

教職員の人事異動 

 

平成３０年度  職員紹介 



 


