
教育目標 「郷土を愛し、自分で考え、自ら行動する子どもの育成」
重点目標 「じっくり考え、伝え合い高め合う子どもの育成」

いきいき立石っ子(1) ～やる気をもってともに前進～
令和５年４月７日 文責 小屋松 和行

新学期スタート、お子様のご進級おめでとうございます
春休みが明けて新しい学年が始まり、子どもたちは元気で希望にあふれた姿を見せてくれました。

新型コロナウイルス感染症への対応も緩和され、子どもたちが生き生きと活動し「やる気をもって

ともに前進」する場面がたくさん見られそうです。

この年度末に、数名の転出や転入があり、本年度は児童数１３４名でスタートしました。学校目

標を今年度から、「郷土を愛し、自分で考え、自ら行動する子どもの育成」とします。この目標に

は、地域やお家の人や先生方の「みんなのふるさと立石を大好きになってほしい。そして、みんな

のふるさと立石をさらに生活しやすくしていってほしい。そのためにも、自分で考え、自分から進

んで行動できる子どもになってほしい。」という願いがこもっていることを話しました。スローガ

ンは本年度も引き続き、『みがこう、立石っ子の「心」と「頭」と「体」』としています。そして、

合言葉も、『やる気をもってともに前進』です。

下のように、職員も入れ替わりがありましたが、子ども達が安心して、元気に学校生活を送るこ

とができるように全職員で力を合わせて頑張っていきます。新学年のスタートにあたり、お家でも

お子さんを励まし応援していただきますようお願いいたします。今年度もご協力・ご支援をどうぞ

よろしくお願いいたします。

【離任式】 【始業式】 【合言葉】 【重点目標】

先生方の異動についてお知らせします
転 出 転 入

陣内 美由紀先生 三国小へ 小栁 一也 先生 三国小より
西本 愛 先生 のぞみが丘小へ 野田 詩織 先生 小郡小より
太田 康博 先生 味坂小へ 溝羽田 雅子先生 大原小より
宮本 真子 先生 味坂小へ 吉塚 貴弘 先生（調理員） 東野小より
鳥越 健史 先生（調理員）小郡市役所へ 能塚 博美 先生（調理員） 御原小より
学校の感染症対策について

①基本的にマスクの着用は求めません。ただ、着用を希望する子もいると思いますので着脱
を強いることがないようにします。

②当面の間は、健康カードの記入・提出を行います。
③教室の換気や手洗いの徹底を引き続き行っていきます。
④お子様が発熱や風邪症状がある場合は、登校を控えさせてください。

【４月行事予定】 28日（金) 学級懇談会 学校説明会 ＰＴＡ総会
６日（木) 赴任式・始業式 交通指導

（～13日）集団登校（～５月２日） 【５月の主な予定】
７日（金）４時間授業 給食開始 １日（月) 家庭訪問①（松崎）
11日（火）入学式準備 ２日（火）家庭訪問②（上岩田・今隈・花立）
12日（水) 入学式 ８日（月）家庭訪問③（井上）
14日（金）１年生給食開始（１年生は、５月10日 ９日（火）家庭訪問④（吹上・佐野古・下鶴・立石）

まで４時間授業）ＰＴＡ全体委員会・ 10日（水）家庭訪問⑤（干潟・乙隈）
運営委員会 17日（水）ＰＴＡ役員会・運営委員会

17日（月) 委員会活動 18日（木）職員研修 ※児童13:10下校
18日（火）全国学力・学習状況調査（６年） 20日（土）土曜授業 １校時：授業参観
21日（金）歓迎集会 歓迎遠足 集団下校訓練 ２～３校時：ＰＴＡふれあい美化作業
24日（月）クラブ活動（各学級でアンケート） 24日（水）・25日（木）修学旅行（６年）



教育目標 「郷土を愛し、自分で考え、自ら行動する子どもの育成」
重点目標 「じっくり考え、伝え合い高め合う子どもの育成」

いきいき立石っ子(2) ～やる気をもって ともに前進～
令和５年４月１８日 文責 小屋松 和行

新１年生、ご入学おめでとうございます
４月12日（水）に27名の新入生を迎え、32名の来賓

の方に来ていただき、令和５年度の入学式を行いまし
た。１年生の態度がとても素晴らしく感心しました。
私からは、学校生活が楽しくなるために、「あいさ

つ」と「早寝・早起き・朝ごはん」、「友だちづくり」
を頑張ってくださいと話しました。朝、学校に来る時
に見守っていただく地域の方々にも「おはようござい
ます」と元気にあいさつをすると、地域のみんなの心
が明るくなると思います。
６年生も１年生の面倒を優しくみてくれ、１年生もうれし

そうでした。６年生には、「歓迎の言葉」も言ってもらいまし
た。６年生がよく準備していて、右の写真のように学校生活
について上手に説明してくれたので、「６年生の劇が楽しかっ
た。」と新入生もとても喜んでいました。来賓の方からも「６
年生の出し物は素晴らしかったですね。」と、とても褒めてい
ただきました。
一年生が安全に登下校できるよう、学校でも一生懸命指導

しますが、ご家庭や地域でも、ご指導よろしくお願いいたし
ます。
本年度職員紹介（敬称略）本年度もワンチームで指導にあたっていきます
校 長 小屋松 和行 チャレンジ３ 大塚 光 支 援 員 肥山 明夫

教 頭 河村 昌宏 指導方法工夫改善 石橋 剛 支 援 員 栁 稔介

主幹教諭 江口 奈実 養護教諭 佐々木 彩織 支 援 員 渡邉 裕子

１年１組 野田 詩織 事務主査 手嶋 隆幸 支 援 員 柴田 瞳

２年１組 平野 早紀 司 書 溝羽田 雅子 支 援 員 柳 裕子

３年１組 松田 健史 用 務 員 石丸 喜美子 支 援 員 白根 美穂

４年１組 小栁 一也 調 理 員 長谷 智巳 支 援 員 西山 さやか

５年１組 鶴本 真唯 調 理 員 吉塚 貴弘 日本語支援員 谷口 弘子

６年１組 上野 真稔 調 理 員 能塚 博美 スクールサポーﾄスタッフ 吉田 侑美

チャレンジ１ 古庄 里香子 学校課題対応 福田 雅彦 小中一貫校コーディネーター 山村 栄揮

チャレンジ２ 川原 由美子 初任者後補充 江頭 泰弘

※関係定数署名のお陰で、昨年度に引き続き、学校課題対応指導として週１２時間非常勤
講師を配置していただきました。ありがとうございました。今年度の教室配置図は裏面
をご覧ください。

昨年度の修了式での児童の発表
３月24日（金）の修了式では、１年生と５年生が「一年間を振り返って」を発表をしま

した。自分の成長をしっかりとらえることができていることがとても素晴らしいと思いま
した。振り返ることで、自尊感情を高めていってほしいです。

ぼくがこの１年間で大きく成長したことは二つあります。一つめはどんな時でもたく
さん質問を言うことができるようになったことです。人の話を聞いているうちに、もっ
と聞きたいことが出てきます。だから、質問をしたいと思います。質問をすると、たく
さんいろいろなことがわかってきます。
二つめはバレーです。最初は慣れなかったけど、チームでやっていてとても頑張って

練習して楽しくなってきてどんどんうまくなっていきました。楽しくて、うまくなるこ
とができてよかったです。（６年 平井せいやさん）
ぼくがこの一年間で大きく成長したことは三つあります。一つめは、「タイピングが

速くなったこと」です。４年生の時はとても遅かったけど、五年生になってとても速く
なりました。
二つめは、「発表」です。四年生の時はあまり手を挙げることができませんでした。

「まちがえたらはずかしい。」と思っていたからです。しかし、先生が「まちがいは宝
物だ。」と言ってくれたので、勇気づけられて五年生では、たくさん手を挙げることが
できました。
三つめは、テストに全力で取り組むことができるようになったことです。先生に分か

りやすく解く方法を教えてもらいテストの問題を解くスピードが速くなりました。次は
最高学年の六年生です。今まで以上に努力していきます。（６年 小栁まことさん）



教育目標 「郷土を愛し、自分で考え、自ら行動する子どもの育成」
重点目標 「じっくり考え、伝え合い高め合う子どもの育成」

いきいき立石っ子(3) ～やる気をもって ともに前進～
令和５年４月２５日 文責 小屋松 和行

歓迎集会・歓迎遠足
４月21日（金）に、歓迎集会と歓迎遠足を行いました。
遠足の前に体育館で歓迎集会を行いました。まず、１年の自

己紹介、全校でのゲーム、最後に２年生からのプレゼント渡し
を行いました。全校でのゲームは学校に関係する○×クイズで
一年生も楽しくできました。石橋先生がしてくださった「グリ
コ体操」も大変盛り上がりました。企画・準備・当日の進行を
行った運営委員会のおかげで、とても楽しい集会ができました。
また「静かにしてください。」と進行の係が言うとぱっと静か
になることができることにも感心しました。集会の感想もたく
さんの手が挙がり、「よく発言ができるな。」と感心しました
歓迎集会の後は、城山公園に歓迎遠足に行きました。ふれあ

い班でお弁当を食べ、城山公園で遊びました。遊具で遊んだり、
花立山へ登ったり等とても楽しく過ごすことができていました。
今年は、たくさんの子たちが花立山登山に挑戦しました。６年
生は、１年生によく気を配ることができていました。おかげで、
みんなでとても楽しい１日を過ごすことができました。

朝の挨拶・見守り
朝の交通指導、ありがとうございます。私もできるだけ、東門の所に立ち、子ども達と

挨拶をしています。みんなよく挨拶をしてくれます。井手上ＰＴＡ会長や干潟駐在所の安
永様、松崎駐在所の早田様、主任児童委員の平島様や栁様、交通安全協議会の方々など、
たくさんの方が挨拶をしてくださっています。
４月６日（木）は、加地市長が挨拶をしに来てくださいました。立石っ子のさわやかな

挨拶を「みんな本当によく挨拶をし
ますね。朝からとても気持ちが良い
です。」と、とてもほめてください
ました。
また、地域の見守り隊の皆様は、

毎日子ども達の見守りをしてくださ
っています。こんなに地域で温かく
見守っていただき、とてもありがた
いと思っています。子ども達は、ま
さに「地域の宝」ですね。

【市長さんの挨拶運動】 【見守り隊の方々】

ひょうたんの栽培
４年生が総合「立石の自然や文化

にふれよう」の学習で、ひょうたん
の苗を植えました。これからひょう
たんを育てていきます。このような
楽しい体験活動ができるのも、〆野
副会長が畑を耕してくださり、ＧＴ
の米倉様や肥山先生がパイプや網を
設置してくださったおかげです。こ
のような地域の力が大変ありがたい
です。

【５月行事予定】 20日（土）土曜授業 １校時：学習参観
１日（月) 家庭訪問①（松崎） ２～３校時：ＰＴＡふれあい美化作業
２日（火）家庭訪問②（上岩田・今隈・花立） 23日（火）人権を考える日
８日（月）家庭訪問③（井上） 24日（水）・25日（木）修学旅行（６年）
９日（火）家庭訪問④（吹上・佐野古・下鶴・立石） 29日（月）クラブ活動
10日（水）家庭訪問⑤（干潟・乙隈） 30日（火）火災避難訓練
11日（木）１年生５時間開始 31日（水）歯科検診 ＢＢクラブスタート
15日（月）委員会活動 【６月の主な予定】
16日（火）小中合同挨拶運動 ３日（土）ＰＴＡふれあい美化作業予備日
17日（水）小中合同挨拶運動 ９日（金）なわとび集会
18日（木）職員研修 ※児童13:10下校 19日（月）教育相談週間
19日（金）内科検診（４・５・６年） 20日（火）福岡県学力調査（５年）

※ 今年度の教室配置図を裏面に載せています。ご覧ください。


