
校 長 工藤 素子

教 頭 ○○ ○○（鹿角市立末広小学校から）

主 査 ○○ ○ （２年目）

養護教諭 ○○○（３年目）

教務主任 ○○ ○○（６年目）

１年担任 ○○ ○○（２年目）

２年担任 ○○ ○○（３年目）

３年担任 ○○ ○（潟上市立追分小学校から）

４年担任 ○○ ○○（八郎潟町立八郎潟小学校から）

５年担任 ○○ ○ （２年目）

６年担任 ○○○○○（２年目）

６年 ○○○○○（２年目）

校 務 員 ○○ ○○（４年目）

事務補助 ○○ ○○（潟上市立東湖小学校から）

○○ ○○（４年目）

主任調理員 ○○○○○（２年目）

調 理 員 ○○ ○ （潟上市立天王南中学校から）

調 理 員 ○○○○○○（２年目）

調 理 員 ○○ ○○（新採用）

○○ ○○（潟上市立追分小学校から）

○○ ○○（潟上市立追分小学校から）

○○ ○○（潟上市立天王小学校から）

○○ ○○（３年目）

○○ ○○（潟上市立大豊小学校から）

学校 ○○○○○（大豊小と兼務）

○○○○○（８年目）

○○ ○○（２年目）

○○○○○（大豊小ほかと兼務）

このほか、羽城地区のスクールガード・リーダーとして、

鈴木由克さんが着任されました。
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＜学校教育目標＞

よりよく生きる ～ 夢 笑顔 学び瞳 ～

＜こんな子どもに＞

やさしい子 かしこい子 たくましい子

久しぶりに子どもたちの明る

い声が響き、校舎に命が吹き込

まれた朝。２年生以上の児童が

登校し、平成２９年度の新任式

と始業式を行いました。

子どもたちは新任式で教頭以

下１０名の転入職員と、進級し

た新しい教室で新しい担任と、

出会いました。

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」

「輝く瞳」を大切にして育てて

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◆

１年生 ２２名（男子１３・女子 ９）

２年生 ２６名（ １４・ １２）

３年生 ３３名（ １９・ １４）

４年生 ３２名（ １９・ １３）

５年生 ３２名（ ２０・ １２）

６年生 ３３名（ １９・ １４）

（２年目）

◆今日から１５日まで

春の全国交通安全運動です

５日から、早速、各地区のＰＴＡ

校外指導部の皆さんが「東傳寺前」

「羽後飯塚『太平山』前交差点」で

街頭指導を行ってくださっているほ

か、各ポイントに交通指導隊や老

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。



月 火 水 木 金

◆の印は職員による「地域訪問」の予定日

５ 全校３校時限

新任式・始業式

学級写真撮影

６ 全校４校時限

給食開始２～６年

羽城中入学式

７ 全校３校時限

入学式

10 １年３校時限

身体計測(３～６年)

若竹幼児教育セ 入園式

児童委員会①

11 １年３校時限

身体計測(１年)

視力検査(上学年)、

１年生下校指導（10～１２日）

12 全校３校時限

給食開始（１年）

聴力検査(２，３年)

ＰＴＡ執行部引継ぎ

13 全校５校時限

身体計測(２年)

町内児童会、集団下校

スクールガード対面式 ◆

14 全校５校時限

学力検査(算・国)

(２～６年)

◆

17 全校５校時限

視力検査(下学年)

読書週間(～２７日)

18 ２～６年６校時あり

全国学力学習状況調査

(６年) 知能検査(２・５年)

19

◆

20

交通安全教室

21 全校５校時限

PTA 授業参観

総会 学級懇談

24 全校５校時限

◆

25

学習田田起こし(予定)

26 集金日

歯科検診(1、２年)

◆

27 児童委②

１年生を迎える会

（３，４校時）

28 給食費振替日

尿検査

歯科検診(３年)

29 祝 昭和の日 ＜５月の主な予定＞

２０日（土）春の大運動会 （雨天の場合は授業日とし、運動会は２１日（日）に実施）

２２日（月）運動会の振替休業日 ５／３１-６／１（水・木）宿泊学習（５年 岩城少年自然の家）

＜平成２９年度 主な学校行事予定＞

５／２０ 春の大運動会

６／２２～２３ みんなの登校日

７／１１ ＰＴＡ授業参観

７／２２～８／２３ 夏季休業

９／２８ 校内持久走大会

１０／ ６ 前期終業式

１０／７～１１ 秋季休業

１０／１２ 後期始業式

１０／２８ 学習発表会 みんなの登校日

引き渡し訓練

１１／２２ 収穫感謝祭

１２／１２ ＰＴＡ授業参観

１２／２３～１／１４ 冬季休業

２／ １ 全校なわとび集会

２／１５ ＰＴＡ授業参観

３／１４ 平成２９年度卒業証書授与式

３／２０ 平成２９年度修了式

＜泊を伴う学年行事＞

５／３１～６／１ ５年宿泊学習

６／１５～１６ ６年修学旅行

９／１４～１５ ６年しらかみ宿泊体験学習

 飯田川歳時記 

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。どうぞ何なりと学校へご

連絡ください。 校長 工藤素子



Ｑ 今年度、学校生活のことなどで、変更になったことは？

Ａ 「変則６時間」の日を 火曜日 → 木曜日 に変更

クラブと委員会を行う６校時を今年度は木曜日に設定しま

す。そうじ無しで５校時開始を早め、活動時間を確保します。

●クラブ（４年生以上） １４：４５～１５：４５

原則として木曜の第１～３週 （開始は５月下旬から）

●委員会（５・６年） １４：４５～１５：３０

原則として木曜日の第４週 （第１回は４／１０(月)に実施）

Ｑ 遊具の工事は終わりましたか？使えますか？

Ａ ４月から使えるようになりました。

大変お待たせしました。最終点検が終わり

ました。安全に、仲良く、遊んでください。
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