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やさしい子 

「ありがとう」を伝えられる子 

かしこい子 

知識や技能を身につけ、活用できる子 

たくましい子 

健康で根気よくやりぬく子 

ご指導いただいた先生方 

埼埼玉玉県県教教育育局局市市町町村村支支援援部部人人権権教教育育課課指指導導主主事事    吉吉田田        基基  様様  

東東部部教教育育事事務務所所教教育育支支援援担担当当指指導導主主事事    寺寺井井  進進一一郎郎  様様  

埼埼玉玉道道徳徳教教育育研研究究所所専専任任研研究究員員          花花岡岡  アアイイ子子  様様  

聖聖学学院院大大学学特特任任講講師師                    丸丸  山山  綱綱  男男  様様  

東東京京未未来来大大学学教教授授                      小小  林林  健健  二二  様様  

元元本本庄庄市市立立旭旭小小学学校校校校長長                秋秋  山山    功功  様様  

白白岡岡市市立立白白岡岡東東小小学学校校校校長長              渋渋  谷谷  修修  造造  様様  

越越谷谷市市立立蒲蒲生生南南小小学学校校校校長長              木木  場場  真真  理理  様様  

白白岡岡市市教教育育委委員員会会教教育育長長                長長  島島  秀秀  夫夫  様様  

前前白白岡岡市市教教育育委委員員会会教教育育長長              福福  原原  良良  男男  様様  

白白岡岡市市教教育育委委員員会会教教育育部部長長              高高  澤澤  利利  光光  様様  

白白岡岡市市教教育育委委員員会会参参事事兼兼教教育育指指導導課課長長    小小  川川  哲哲  也也  様様  

白白岡岡市市教教育育委委員員会会指指導導主主事事              中中  村村  則則  裕裕  様様  

白白岡岡市市教教育育委委員員会会指指導導主主事事              飯飯  野野  正正  章章  様様  

白白岡岡市市教教育育委委員員会会指指導導主主事事              村村  松松  淳淳  一一  様様  

白白岡岡市市教教育育委委員員会会指指導導主主事事              小小  林林  大大  輔輔  様様  

  

研究に携わった職員 

平平成成２２７７年年度度  

  校校長長  高高  野野  真真  一一          教教頭頭  佐佐  々々  木木  清清          主主幹幹教教諭諭  坂坂  庭庭  正正  浩浩  

教教諭諭  蓮蓮  見見  宣宣  宏宏            教教諭諭  志志  村村  桂桂  子子          教教諭諭  寒寒  川川  喜喜代代子子            

教教諭諭  可可  野野  照照  晶晶          教教諭諭  木木  村村  恵恵  子子              教教諭諭    嶋嶋  田田  政政  子子  

  教教諭諭  金金  子子  朱朱  美美          教教諭諭  石石  窪窪  久久  枝枝          教教諭諭  守守    又又  子子  

教教諭諭  根根  本本  博博  美美          教教諭諭  佐佐々々木木  尚尚子子          教教諭諭  山山  田田  綾綾  乃乃  

  教教諭諭  松松  本本    健健          教教諭諭  布布施施  沙沙知知子子          教教諭諭  大大川川原原  知知見見  

教教諭諭  漆漆  畑畑  美美  紀紀          養養護護教教諭諭  中中  村村  恭恭  子子                栄栄養養技技師師  高高  木木  千千  聖聖  

専専門門員員  工工  藤藤  都都  江江          校校務務員員  清清  水水  美美  子子                      栄栄養養技技師師補補助助員員     伊伊藤藤  美美佐佐子子  

教教育育補補助助員員  武武藤藤  恵恵美美子子            教教育育補補助助員員  赤赤  石石  裕裕  子子            支支援援相相談談員員     師師  岡岡  瑞瑞  穂穂  

英英語語補補助助員員       田田中中  ああゆゆみみ          理理科科支支援援員員   佐佐藤藤  美美和和子子              図図書書支支援援員員       永永嶋嶋  ささつつきき  

  栄栄養養教教諭諭（（育育休休））     村村  上上  直直  美美            養養護護教教諭諭（（育育休休））       田田村村  美美由由紀紀  

平平成成２２６６年年度度  

  教教頭頭  細細  村村  勇勇  司司          教教諭諭  村村  田田  正正  江江          教教諭諭  中中  村村  一一  枝枝  

教教諭諭  中中島島  徹徹太太郎郎                    養養護護教教諭諭  若若谷谷  美美奈奈弥弥          栄栄養養技技師師    渡渡  辺辺  修修  史史  

  教教育育補補助助員員       芳芳田田  真真奈奈美美          教教育育補補助助員員     松松尾尾  友友希希乃乃          英英語語補補助助員員     根根岸岸  真真奈奈美美  

理理科科支支援援員員       矢矢  島島  雅雅  代代  

あ  と  が  き 

本校では、平成 26・27 年度、白岡市教育委員会研究指定校・白岡市人権教育研究推進校

として、研究主題「豊かな心をもち、よりよい生活や人間関係を築こうとする児童の育成」のもと、

授業においては学級活動と道徳を中心に、また、菁莪中学校との連携の中で取組を推進してまい

りました。この間、保護者や地域の皆様のご理解とご協力を頂き、さらに多くの先生方のご指導を

仰ぎ、児童の変容を第一に考え、研究を推進しました。まだ課題も多くありますが、すべての子供達

が生き生きと学ぶ学び舎であるよう今後も研究を進めてまいります。 

終わりに、研究に対してご指導・ご支援を賜りました諸先生方に心より御礼申し上げます。 


