
上田市立川辺小学校
学 校 だ よ り
平成２６年４月１８日

～平成26年度スタート！～
４月４日（金）の入学式・始業式から２週間が経ちました。１０４名の新一年生を迎えて全校

児童６２５名、そして１４名の新任職員を迎えて全職員４７名でスタート。一年生も元気に登校
してます。それぞれ一学年ずつ進級した子どもたちもフレッシュに落ち着いて学習しています。
昨年度は 140周年の節目でしたが、今年度 141年目も川辺の長き歴史と伝統のもとに培ってき

た良さと、昨年度の反省・成果を生かしながら、以下の学校目標のもと、子ども達の「知」「徳」
「体」ともに調和のとれた成長を願い、学校運営に取り組んでいく所存です。本年度も川辺小学
校の学校運営へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

平成２６年度 川辺小 学校目標
たくましく かしこい子どもの育成
［めざす子どもの姿］
◎ 深く考え取り組む子ども［知］ → 「かんがえよう」
◎ 思いやりのある子ども［徳］ → 「つなげよう」
◎ 健康でがんばりのきく子ども［体］ → 「きたえよう」

４月１６日（水）に、第１回参観・PTA 総会・学年学級懇談会が行われました。各学級では大勢
の保護者の皆さんが授業参観されていました。PTA 総会では議事が滞りなく行われ、承認されまし
た。各学級懇談会では各学級会長さん副会長さんの進行のもと、いいスタートができました。

PTA 三役の高柳前会長さん、村上副会長さん、西村前副会長さんはじめ、平成２５年度 PTA 役員
の皆様、一年間お務めありがとうございました。そして村上会長さん、田中副会長さん、角谷副会長
さんはじめ、平成２６年度 PTA役員の皆様、どうぞよろしくお願いします。

４月１６日 PTA総会での、柳沢 政孝 校長先生のご挨拶から
昨年は、台風の突風で屋根が飛ばされ、大雪で校舎が雨漏りで、大変なことになりました。
上田市教育委員会が早速対応され、第３棟の屋根は一千万円以上かけて新しくなりました。
雪の雨漏りは、業者に依頼して雪下ろしをしていただいたり、壊れた廊下の天井板を張り替えて
いただいたりしました。通学路の雪かき、重機を使っての学校敷地内の雪かき等、保護者の皆様に
は大変お世話になりました。
また、昨年度は140周年と言うことで、地域の皆様のご協力で、様々な行事を行うことができま
した。改めて、地域の皆様のお支えがあっての学校だということが実感されました。この3月には、
上田原方面へのグリーンベルトが延長されました。このことも、地域の働きかけのおかげです。安
全に登下校できることが、何よりです。保護者の皆様も、是非ご協力をお願いします。
さて、本年度の学校運営について、3点にしぼってお話しします。
1点目は、学校目標についてです。本校の学校目標は『たくましく かしこい子どもの育成』で
す。今年度の重点も、昨年度に引き続き『かんがえよう』『つなげよう』『きたえよう』です。知徳
体をバランスよく育むことを目指しています。私たち教職員は、児童が学びたいという意欲を引き
出し、育てていきたいと願っています。本来、子どもたちは、いろいろなことに興味を持ち、どん
どん吸収していく力があります。元々にある力をのびのびと発揮できるようにしていきたいと思い
ます。日々の授業の中で、『かんがえよう』『つなげよう』『きたえよう』を合い言葉にして、全職
員で取り組んでいきます。勉強する姿勢をまず大切にしたいです。本を読むこと、字を丁寧に書く
こと、計算力をつけること、いわゆる読み書きソロバンの大切さ、低学年のうちからしつけていく
ことを大事にしていきます。詳しくは、お配りした「グランドデザイン」をご覧ください。
2点目は、家庭学習についてです。
子どもたちは、学校での学習の成果を、お家の方に認めてもらいたいと思っています。特に低学
年のうちは、学校での学習の様子を聞いてあげたり、みてあげたりして、たくさん褒めてあげてく
ださい。家庭学習が定着してくると、学習の効果が上がり、学力の向上につながります。学校での
勉強だけでなく、本人の興味あることに夢中になっているときも、見守ってあげ、感心してあげる
ことで、力がついていきます。
3点目は、体罰・いじめ防止についてです。
昨年度末の体罰といじめについてのアンケートでは、お忙しい中ご協力いただき、保護者のみな
さん、児童のみなさんから回答を頂きました。いくつかの回答の中には、心配な状況も見受けられ
るというご意見もありました。特に、先生方の言葉遣いなどには改善してほしいという意見もあり
ました。今年度も体罰についての研修を行い、絶対に体罰を行わないように、また職員同士でも体
罰を見逃さないようにしていきたいと決意を改めています。いじめについては、昨年度、『いじめ
防止対策推進法』が国会で成立し、それを受けて設置者である県・市そして学校でそれぞれいじめ
防止について、取り組むこととなりました。今までもいじめ防止については、取り組んでまいりま
したが、より一層丁寧に取り組むようにということです。深刻な事態にならないように、しっかり
と対応していきたいと思います（「川辺小学校 いじめ防止基本方針（案）」策定。公開します）。
学校内には相談窓口が設置されています。校長・教頭・担任の先生、だれでも相談しやすい職員
にご相談ください。養護教諭・心の相談員・スクールカウンセラーも対応します。相談窓口という



表示もしてあります。どうぞ気軽に相談してください。また学校以外にも、相談できる所がありま
す。県や市にも対応窓口が設置されています。心配なことや気になることがありましたら、どうぞ
相談窓口をご活用下さい。お配りした『川辺小学校、子育て教育安心ネットワーク』のプリントを、
ご家庭に貼っておいて下さい。
以上、3点についてお話ししました。
今年度も学校職員と保護者が一体となって、同じ方向を向いて、取り組んでいきます。どうぞ、
よろしくお願いします。

平成２６年度川辺小職員組織です。職員一同、チームの力を合わせてがんばります！！
校長 柳沢 政孝 理科専科 佐藤 保春

教頭 田中 浩寿 音楽専科 清水 明子

1-1 中野 由紀子 養護 小坂 美香

1-2 玉井 瑞紀 少人数学習 長田 正樹

1-3 原 恵子 学習習慣形成 鎌倉 英子

2-1 大和 真梨 初任研後補充

2-2 南澤 友美 学習習慣形成 國原理恵子

2-3 山崎 雄二 特別支援支援員 中村知恵子

3-1 伊藤 真理子 特別支援支援員 荻原 元子

3-2 北村 静香 心の教室相談員 湯本まゆみ

3-3 鈴木 弘子 事務 水野 豊

4-1 恩田 俊紀 事務 真野 佳代子

4-2 片田 保幸 栄養士 朝倉 恭子

4-3 岡田 和子 図書館事務 石井 美鶴穂

5-1 中村 薫 庁務士 渡辺 晴夫

5-2 林 円 給食 青木 幸子

5-3 小山 法恵 給食 幸平 正嗣

6-1 柳沢 陽一 給食 林 大二郎

6-2 高橋 和幸 給食 福澤由美子

6-3 山野井 美和 給食 新井三奈子

6-4 堀内 宏悦 給食 坂中えり子

なかよし1 藤澤 佳代子 給食 小宮山美恵子

なかよし2 小原 勝 給食 片山 理枝子

なかよし3 阿部智枝美

なかよし4 吉池 健志

平成２５年度末転退職員（順不同。カッコ内は担当） 平成２６年度転入職員（学年順。カッコ内は担当）
※ お世話になりました！ ※ よろしくお願いします！

田玉 勝巳 先生（６の３） ご退職（長和町立長門小へ） 玉井 瑞紀 先生（１の２） 山ノ内町立山ノ内中学校より

古畑 悦子 先生（２の２） ご退職 伊藤 真理子先生（３の１） 東御市立田中小学校より

石原 里紗 先生（３の１） 長野市立戸隠小学校へ 恩田 敏紀 先生（４の１） 塩尻市立塩尻東小学校より

五味 昭一 先生（３の３） 上田市立東塩田小学校へ 岡田 和子 先生（４の３） 東御市立祢津小学校より

望月 翔太 先生（４の１） 売木村立売木中学校へ 林 円 先生（５の２） 上田市立長小学校より

立花 尚子 先生（４の３） 千曲市立上山田小学校へ 小山 法恵 先生（５の３） 上田市立中塩田小学校より

伊藤 美紀 先生（５の１） 飯田市立川路小学校へ 高橋 和幸 先生（６の２） 上田市立神科小学校より

中山 陽子 先生（少人数） 上田市立本原小学校へ 藤沢 佳代子先生（なかよし１）上田市立神川小学校より

水出 大雅 先生（事 務） 青木村立青木中学校へ 長田 正樹 先生（少人数） 上田市立武石小学校より

山﨑 文世 先生（事 務） ご退職 水野 豊 先生（事 務） 上田市立中塩田小学校より

井ノ口みち子先生（図書館） ご退職 真野 佳代子先生（事 務） 上田市立南小学校より

倉島 正夫 先生（庁 務） ご退職 石井 美鶴穂先生（図書館） 上田市立中塩田小学校より

田村 淳樹 先生（教育課題） 須坂市立日滝小学校へ 渡辺 晴夫 先生（庁 務） 新規採用

依田 美江 先生（体育代替） 上田市立丸子中央小学校へ 幸平 正嗣 先生（給 食） 第一学校給食センターより

保坂 清孝 先生（給 食） 第一学校給食センターへ

（矢島 三佳 先生（なかよし１）産休入り）

（小椋 藍 先生（６の４） 産休入り）

《連 絡》
①先日家庭配布しました「生活のきまり」「家庭学習の手引」を再確認していただき、少し気が
緩みがちなゴールデンウィーク中（家庭訪問中も同様）、家庭学習も計画的にすすめ、交通事
故なく（事件もなく）安全に過ごせるよう、ご家庭でもご指導ください。学校からの緊急連絡
がある場合は「オクレンジャー」にて行います（登録のご案内を別紙にて近日中にお配りしま
す）。万が一、何か緊急事態が起きた場合、速やかに担任にも連絡ください。

②学校への欠席連絡は、できるだけ電話でなくノートや連絡帳などでお願いします（緊急の場合
は電話をお使いください）。

③下校時に車で迎えに来る際、児童の安全のため（４棟前でなく）体育館側にご駐車ください。

④学校の物（ガラス等）を破損してしまった場合、保護者にもお知らせし、「破損届」を書いて
いただいています（H24 年度から）。学校予算で修繕していますが、ケースにより保護者にも
ご相談・ご協力いただく場合がありますのでご理解ねがいます。


