
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆８日（月）から１２日（金）まで  

新入学期の交通安全運動です 

各地区のＰＴＡ校外指導部の皆

さん、交通指導隊や老人クラブの

方々など地域の皆さんも立ってくだ

さっています。本当に、 

見守りをありがとうござ 

います。 

ご家庭でも朝の一声を 

お願いします。 

 

 

潟上市立飯田川小学校 学校報 １号 

         水 明 
 平成３1 年４月 8 日  

＜学校教育目標＞ 

 よりよく生きる ～ 夢 笑顔 学ぶ瞳 ～ 

＜こんな子どもに＞ 

 やさしい子 かしこい子 たくましい子 

校  長  畠山 勇市   

教  頭  浅野 光子（２年目） 

主  査  檜森 亮一（秋田県教育庁高校教育課から） 

養護教諭  佐々木花菜子（５年目） 

教務主任  千田ひとみ（４年目） 

１年Ａ組担任 桐生さとみ（潟上市立追分小学校から） 

すずかけ組担任 小畑沙希子（４年目） 

２年Ａ組担任 佐藤 聡子（潟上市立大豊小学校から） 

３年Ａ組担任・研究主任  本間   智（３年目） 

４年Ａ組担任 淡路 浩昭（３年目） 

５年Ａ組担任  和田  肇（４年目） 

６年Ａ組担任・生徒指導主事  嶋崎  学（潟上市立天王小学校から） 

少人数非常勤講師  斉藤  透（潟上市立追分小学校から） 

校 務 員  八柳 成元（６年目） 

事務補助  菅原 純子（２年目） 

主任調理員 三浦 悦子（２年目） 

調 理 員  畠山由実子（潟上市立追分小学校から） 

調 理 員  佐藤 孝子（３年目） 

特別支援教育支援員 鈴木 雅代（３年目） 

特別支援教育支援員 大貫 勝子（３年目） 

特別支援教育支援員 三浦 直子（３年目） 

特別支援教育支援員 安田 里美（５年目） 

学校サポーター 樽川江里子（大豊小と兼務） 

子どもと親の相談員 佐藤こう子（10 年目） 

地域コーディネーター 永井 孝子（４年目） 

外国語活動指導教員 ボニーヤ慶子（大豊小ほかと兼務） 

スクールガードリーダー 鈴木 由克（大豊小と兼務） 

スクールガードサブリーダー 根  鉄雄（大豊小と兼務） 

※○○○○教諭は、１年間秋田大学大学院へ研修派遣となります。 

まだまだ春風が冷たく感じら

れる今朝。地域のスクールガー

ドの皆さんに見守られ、１年生

の加わった登校班が列をなして

元気に登校してきました。子ど

もたちの歩く道にも梅やレンギ

ョウに続いて桜のつぼみもふっ

くらとしてきました。校舎にも

明るく元気な声が響き渡り、１

年生２４人を加えた全校１６８

名の児童と２８名の職員で、平

成３１年度の飯田川小学校がス

タートしました。 

子どもたちが未来に向かって

「よりよく生きる」力を伸ばす

ことができるよう、「夢」「笑顔」

「学ぶ瞳」を大切に育てて参り

ます。どうぞ１年間、よろしく

お願いいたします。 

 

 

 

◆今年度の職員◆  

平成３１年度の飯田川小学校  

（２年目） 

 

１６８名の子どもたちと 

スタートしました！ 

１年生 ２４名（男 １２・女 １２） 

２年生 ３３名（  １４・  １９） 

３年生 ２２名（  １３・   ９） 

４年生 ２５名（  １３・  １２） 

５年生 ３３名（  １９・  １４） 

６年生 ３１名（  １８・  １３） 

 

２８名のスタッフで  



月 火 水 木 金 

 

 

 ◆の印は職員による「地域訪問」の予定日   

４  全校３校時限 

新任式・始業式 

 学級写真撮影 

５ 全校３校時限 

入学式 

 

８ １年３校時限 

給食開始２～６年 

身体計測(３～６年) 

 

9  １年３校時限 

身体計測(１・２年)  

 

１年生下校指導（8～１２日） 

10 全校３校時限 

給食開始（１年） 

 

 

11               

児童委員会①      

聴力検査（１・２・３・５年） 

12 全校５校時限 

視力検査（１～３年） 

 

15  

町内児童会、集団下校 

スクールガード対面式 

◆ 

16 全校５校時限 

歯科検診(１・３年)  

ＮＲＴ学力検査（2～6 年） 

            ◆ 

17   

視力検査（４～６年） 

 

◆ 

18  

全国学力・学習状況調査 

(６年)  

知能検査(２・５年) 

19 全校５校時限 

PTA 授業参観 

  総会 学級懇談 

22  

交通安全教室 

◆ 

23   

歯科検診（２年） 

24   

 全校読み聞かせ 

25 クラブ① 

尿検査① 

26 

 １年生を迎える会 

 歯科検診（４年） 

29  

昭和の日 

30   

国民の休日                                 

＜５月の主な予定＞１８日（土）春の大運動会 （雨天の場合は１９日（日）に

実施）     ２０日（月） 運動会の振替休業日 

＜平成３１年度 主な学校行事予定＞ 

５／１８（土）          春の大運動会 

６／２０（木）～２１（金） みんなの登校日 

７／９（火）         ＰＴＡ授業参観 

７／２３（火）～８／２３（金） 夏季休業 

９／５（木）～６（金）   ５年宿泊学習  

９／１２（木）～１３（金） ６年修学旅行 

９／１９（木） 市小学校スポーツ交流会（仮）  

９／２７（金）          校内持久走大会 

１０／９（水）        前期終業式 

１０／１０（木）～１１（金）  秋季休業 

１０／１５（火）       後期始業式 

１０／２６（土） 学習発表会 みんなの登

校日 引き渡し訓練 

１１／２２（金）        収穫感謝祭 

１２／１０（火）         ＰＴＡ授業参観 

１２／２５（水）       開校記念日 

１２／２６（木）～１／１３（月） 冬季休業 

２／ ４（火）      全校なわとび集会 

２／１２（水）      ＰＴＡ授業参観 

３／１３（金）      卒業証書授与式 

３／１９（木）      修了式 

 

 

澄んだ水が日や月の光で美しく輝いて見えることを「水

明」というそうです。八郎湖を望む広大な田に水が鏡のよ

うに張られる景色は、飯田川の自慢の一つ。 

こんな美しく大らかなふるさと・飯田川で育つ子どもた

ちと学校・家庭・地域をつなぎたい…そんな思いを込めて、

今年も「水明」をお届けします。お気付きの点がありまし

たらどうぞ学校へご連絡ください。  校長 畠山 勇市 

 

 

Ｑ 今年度、学校生活のことなどで、留意してほしいことは？ 

Ａ－１ ６年修学旅行、５年宿泊学習をどちらも９月に実施。 

例年、６月に実施していましたが、準備期間を十分に取り、

より充実した学習にするために９月に変更します。 

Ａ－２ 外国語活動の授業時数（３～６年生） 

昨年度同様、３・４年生において、年間１５時間、５・６年生

で年間５０時間「外国語活動」を行います。 

Ａ－３ 特別な教科「道徳」 

   「道徳」が教科となり、２年目となります。教科書も配布され

ています。「考え、議論する道徳」をより目指していきます。 

Ａ－４ 市小学校スポーツ交流会（仮） 

   昨年度まで、潟上市の６年生が一堂に会して実施していた

陸上交流会は、名称とねらいを変え、天王総合体育館で実

施されます。スポーツ種目を中心としたレクリエーションを行う

ことで、相互の交流や親睦を深めます。 

 

 

  

飯田川小学校 飯田川和田妹川字岩崎 12-12  

℡；018-877-2033  


