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潟上市立天王小学校学校教育目標 『心はずませ 夢に向かって』

学 校 報 第 １ 号

緑の風
み ど り か ぜ

平成２７年 ４月１６日～豊かな心・確かな学力～

天王小学校 校長 佐 藤 博 英ごあいさつ
ひろひで

この度，４月の定期人事異動により，稲荷一清前校長先生より引き継ぎ，秋田市立戸
島小学校からまいりました佐藤博英と申します。明るく･元気いっぱいの天王小学校の
子どもたちと出会えたこと，140年の歴史と伝統のある天王小学校の一員に加えていた
だいたこと，熱意と愛情にあふれた天王小学校の教職員の仲間になれたことを大変嬉し
く思います。保護者並びにご家族や地域の皆様，どうぞ，よろしくお願いいたします。

さて，平成27年度の天王小学校のテーマは 『チーム天 小 』です。４４９名の子ど，
てんしよう

もたち一人一人を，５２名の教職員が手を携え力を合わせて育ててまいります。ご家族
の皆様を始め，地域の皆様のお力添えをいただきながら，子どもたちを『かしこく・や

』 。 ， 。さしく・たくましく 育ててまいります どうぞ ご支援･ご協力をお願いいたします

今年度の学校報は，タイトルを『緑の風』といたしました。潟上市市民憲章の文言か
ら採用いたしました。緑の自然豊かな天王地区の大地を生かし，緑のようにさわやかな
「 」 。 。風の子 となるように育てていきたいとの願いを込めました どうぞご愛読ください

新しい風を天王小へ
４月６日（月）に新任式を行い,次の14名の先生方をお迎えしました。天王小学校は，
児童数４４９名（新入生＝７６名を含む ，職員数５２名，学級数１７（通常学級１５，）
特別支援学級２）で平成２７年度がスタートしました。
新しく天王小学校においでいただきました先生方，どうぞよろしくお願いいたします。

○ 佐藤 博英（校 長） 秋田市立戸島小学校より
○ 菅原美菜子（４年竹組担任） 潟上市立東湖小学校より
○ 兜森真粧美（つばき組担任） 秋田市立川尻小学校より
○ 佐々木紀子（１年竹組担任） 能代市立浅内小学校より
○ 秋本 聖子（２年竹組担任） 五城目町立大川小学校より
○ 小濱 晋司（研究副主任） 八郎潟町立八郎潟小学校より
○ 菅原万里子（４年梅組担任） 潟上市立出戸小学校より
○ 岩谷 勇豪（学校校務員） 潟上市立天王南中学校より
○ 宮田 行光（ ） 新規採用学校安全サポート員
○ 渡辺まき子（給食調理員） 潟上市立東湖小学校より
○ 藤原 孝子（給食調理員） 潟上市立追分小学校より
○ 大貫るり子（生活支援員） 潟上市立天王南中学校より
○ 真下 里美（生活支援員） 新規採用
○ 藤井 晴美（生活支援員） 新規採用
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○；学年主任本校職員の紹介 どうぞよろしくお願いいたします
○松組 黒澤 里美校 長 佐藤 博英

１年 竹組 佐々木 紀子教 頭 三浦 初子
梅組 小玉 夏子主任主査 佐藤 智美

２年 ○松組 三浦 由美子学校栄養士 宮田 優子
竹組 秋本 聖子養護教諭 大泉 道子

３年 ○松組 中村 牧子教務主任 工藤 祐幸
竹組 藤原 克敏研究主任 保坂 茂
松組 佐々木 栄研究副主任 小濱 晋司

４年 ○竹組 菅原 美菜子生徒指導主事 谷地 誠
梅組 菅原 万里子保健主事 渡邊 慶満

○松組 高橋 ますみ教育専門監 菊地 蝶子
５年 竹組 保坂 茂ＴＴ指導担当 村井 環

５年部所属 村井 環学習活動支援 石井 公孝
５年部所属 石井 公孝校 務 員 岩谷 勇豪
松組 本間 睦子事務補助員 古山 準子

６年 竹組 谷地 誠学習支援員 皆川 瑠理子
○梅組 島﨑 徳之菅原 瑞穂

も も 組 渡邊 慶満菅原 明夜
つばき組 兜森 真粧美庄子 恵

中田 昌也
生活支援員 三浦 直子 子どもと親の相談員 夏井 義一

本山 里美 学校サポーター 間杉 素子
石川 裕子 学校安全サポート員 宮田 行光
大貫 るり子 外国語活動支援員 佐々木 笑香
真下 里美 ＡＬＴ ドリーン・アケミ・ヤマグチ
藤井 晴美 地域コーディネーター 和田 末子
渡辺 まき子 細井 正治スクールガードリーダー
伊藤 悦子
三浦 明美

給食調理員 藤原 孝子
三浦 美砂子
児玉 文子
齋藤 勝江

４月の主な行事予定
６日（月） 着任式，新任式，始業式 ２０日（月）全校５校時限，３年視力検査

２～６年給食開始 ２１日（火）全国学力・学習状況調査(６年)
７日（火） 交通安全街頭指導(～１４日) ２年～５年知能・学力検査
８日（水） 入学式 眼科検診（１～４年）
９日（木）１年下校指導（～１５日） ２２日（水）２年視力検査，職員会議

１年生乗車マナー指導 ～10 ２３日（木）４年校外学習（県警 ，子ども（ ） ）
１０日（金）地域子ども会，６年視力検査 読書の日，１年視力検査

ＰＴＡ三役会 ２４日（金）１年生を迎える会 学年部会
１３日（月）５年視力検査，委員会活動① ２７日（月）口座振替日，２年色覚検査
１４日（火）全校３時限，市郡教育研究会 地域訪問①
１５日（水）身体計測，１年給食開始 ２８日（火）３年色覚検査，地域訪問②
１６日（木）新時間割開始，４年視力検査 ２９日（水）昭和の日

５・６年外国語活動 ３０日（木）４年色覚検査 外国語活動
１７日（金）ＰＴＡ授業参観 総会 学年・ ５／１（金）交通安全教室 PTA校外指導部会

学級懇談 役員会全体会 ５／16（土）運動会
尿・寄生虫卵検査回収日① ５／27（水）市チャレンジデー2015

■ＳＧＬ(スクールガードリーダー)細井さんの４月の登下校の見守りは,８日(水),10日(金),14日
(火),16日(木),22(水),27日(月),30日(木)です。

■相談員夏井先生の４月の勤務日は６日(月),７日(火),９日(木),10日(金),13日(月),16日(木),17日
， （ ） 。 ， 。(金),24日(金),27日(月) 30日 木 です ご相談のある方は 学級担任か教頭までお知らせください

■明日は，今年度最初のＰＴＡ授業参観並びにＰＴＡ総会が行われます。新学年に進級し，希望を
。 。もって意欲的に学習に取り組む子どもたちの姿をぜひご覧ください ご来校をお待ちしています


