
地域とともにある天王小学校 ～コミュニティスクール元年～ 
第５０代校長 戸部裕隆 

秋田県内の桜前線も少しずつ北上し，本校周辺

の桜の蕾も一層膨らみ，開花間近を思わせるほど

ピンク色が増してきました。天小「風の子」は，

７０名の６年生をリーダーに６日入学した６０名

の１年生も元気に仲間入りして，全校で３７４名

となりました。学校周辺で登校の見守りをしてく

ださっているボランティアの方々から，集団登校

の様子が立派であることや遅刻をしてくる子ども

が少ないなどのお話をうかがいました。これも保

護者・地域の皆様，そして天小教育の応援団とし

てご尽力の関係者のご理解・ご協力のおかげであ

ると本当に嬉しく思っているところです。心より

感謝と敬意を申し上げます。 
 
さて，このた

びの人事異動に

より歴史と伝統

を誇る天王小学

校の第５０代校

長を拝命いたし

ました。着任に

あたり，歴代校

長のもとで培ってきた天小教育の歴史と伝統を継

承するとともに，グローバル化や情報化・AI 化へ

の対応等を見据えた新しい学習指導のキーワード

「主体的･対話的で深い学び」につながる「あきた

型の探究的な学習活動」にチャレンジしてまいり

ます。 
本校では４月当初，各学年の成長段階に合わせ

て，ふるさと天王の歴史や伝統文化，産業や暮ら

しに目を向けさせながら，天王地区をはじめ潟上

市や秋田県のよさに気付かせていくこと，潟上・

秋田そして日本で暮らしていることへの愛着や誇

りをもたせていくことなど，ふるさと教育や将来

の生き方『よりよい自分づくり』を考えるキャリ

ア教育の視点等を大事にした教育実践，一人一人

の子どもに寄り添い，温かい居場所となる学級づ

くり，天小の特色となっている「きょうだい学年」

等を活かした楽しい活動をしていくことを教職員

相互に確認・共有し合ってきています。 

すべての教育活動は，天小「風の子」の健やか

な成長を願ってのものであります。風の子一人一

人に，学校教育目標「心はずませ 夢に向かって」

や目指す子どもの姿「かしこく やさしく たく

ましく」を意識させるとともに,１０年後，２０年

後の社会をたくましく生き抜いていくことができ

るよう，共によりよく生きようとする豊かな心，

生涯学び続け自己の生き方を探求していく基礎と

なる学力を身に付ける教育に努めてまいります。 
 
今後の時代を見据えた質の高い教育の実現のた

めには，何よりも潟上市内を中心とした多世代・

多様な人々との連携・協働による「地域とともに

ある，地域とともに歩む学校づくり」は欠かせま

せん。学校はよく，「地域に浮かぶ船」のような存

在だと言われます。地域という海がなければ船を

浮かべることはできませんし，その波が穏やかで

なければ安全に安心して航海を続けることは難し

くなります。 
学校教育の営み，子どもの健やかな成長には，

学校と家庭，そして学校応援団として支えてくだ

さる保護者そして地域の皆様との連携・協働の仕

組みがなければ成り立たない時代です。４３名の

乗組員（教職員）とともに，３７４名の「風の子」

のために，全力で舵取りをしてまいる覚悟です。 
 
今年度は，保護

者・地域の皆様の

声を学校運営に

反映させていく，

いわゆる「コミュ

ニティスクール」

元年。「地域とと

もにある天王小

学校」を一層推進してまいりますので，皆様には

どうか本校の教育活動への一層のご理解とご支

援・ご協力をお願い申し上げます。 
なお，学校報の名称は，すべての皆様との心の

架け橋となることを願い，児童玄関前に大切に飾

られている「天小ひまわり」といたしました。
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＊平成３０年度 本校職員の紹介＊ よろしくお願いいたします。   〔○は学年主任等〕 

〈６月の主な行事予定〉 
１日 （金）１・５年心電図検査，  

       修学旅行結団式 
４日（月）クラブ① 

 ５日（火）尿検査③ 
６日（水）６年修学旅行（～7 日），  
８日（金）お話玉手箱（中②） 

１１日（月）クラブ②，４年校外学習      
１３日（水）全校朝会①，新体力テスト（上学年） 

学校運営協議会① 
１４日（木）新体力テスト（下学年）， 

１・２年内科検診 
１５日（金）５年宿泊学習結団式， 

１８日（月）芸術鑑賞教室（東湖小合同） 
１９日（火）社会福祉協議会学校訪問 
２０日（水）５年宿泊学習（～２１日） 
２２日（金）お話玉手箱（低③） 
２５日（月）クラブ③，４年校外学習 
２７日（水）児童引渡訓練 
２８日（木）１年校外学習，３・４年内科検診 
２９日（金）６年市陸上交流会 

〈５月の主な行事予定〉 
７日（月）全校５校時限 

１０日（木）１年耳鼻科検診 
１１日（金）３・４年眼科検診 
      お話玉手箱（中学年①） 
１３日（日）PTA 早朝奉仕作業（６：３０～） 
１５日（火）５・６年歯科検診 
１７日（木）運動会予行，３年耳鼻科検診， 
      尿検査回収日② 
１８日（金）１～５年５校時限， 

お話玉手箱（高学年①） 
１９日（土）大運動会（予備日２０日） 
２３日（水）４年校外学習 
２４日（木）５年耳鼻科検診 
２５日（金）避難訓練①，５・６年眼科検診， 
      お話玉手箱（低学年②） 
２８日（月）３年校外学習（市内めぐり） 
３０日（水）チャレンジデー 
３１日（木）５・６年内科検診 


