
 

 

 

 

 

 
                      
 

 みんなで創る「もっともっと楽しくてたまらない良城小学校」 
                       校長 増 野 淳 一  

                      

 新しい年号「令和」が決まりました。令和は､早春の梅花の宴を記した万葉集からの出典です。私も生命の

躍動する早春が一番好きです。木の芽吹き、風の薫り。冷たさの中にも暖かい季節の到来を予感できる日々

に心躍ります。本校でも、令和元年にふさわしく、これまでのよき実践をさらにステップアップして、新しい基礎を

創っていきたいと考えています。 

 本校の課題は、児童の主体性の伸張、地域連携活動の活性化、若手の人材育成だと捉えています。さらに

短期的には、本年度１１月の中国大会に向けた図書館を活用した教育の充実です。 
 

 これらの課題に対応するための「本年度の重点的取組」です。 

１ 新しい教育目標の達成に向け学校･家庭･地域が一体となった組織的な取組の推進 

 徳知体それぞれの取組の方向性を示した学校教育目標の実現に向け、昨年度、学校運営協議会に徳知

体の３部会を設置しました。これを活用し、学校、家庭、地域それぞれの場で、創意工夫された具体的な実践

を行っていきます。 

２ 徳知体プロジェクトを中心とした｢ダイナミックチャレンジ｣によるステップアップ 

 そのためにも、まずは、私たち学校で徳知体の目標達成に向けた取組を加速させる必要があります。校内

の徳知体各プロジェクト委員会で熟議し、ダイナミックで新しい取組（次の手）にチャレンジして良城教育全体を

ステップアップしていきます。 

３ 地域連携活動（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙの取組）の充実による｢地域の方へあたたかい挨拶｣ができる児童の育成 

 吉敷地区地域づくり協議会では、本年度「子どもの見守り総決起大会」の開催が予定されるなど、地域の学

校支援の機運、地域づくりへの期待感はかなり高まっています。連携した取組をさらに重ね、結果として、児童

一人一人の「ふるさと吉敷を愛する気持ち」を高めていきたいと考えます。本校児童の朝の挨拶はよいとの評

価もありますが、まだまだ表面的であり、校内でも地域の来校者への挨拶は低調です。校内だけでなく校外で

も、自ら積極的にあたたかい挨拶ができる児童の育成を目指します。 

４ 同学年組織を中心とした 1000 日プランの実践による人材育成の推進 

 若い先生が増えています。エネルギー、新しい発想にあふれる若手は学校を元気にしてくれます。「自主･協

同･貢献」という本校教育理念を自身がしっかりと表現できる教員としての指導力を身につけられるように、学

年主任を中心とした同学年で、若手の「人材育成」を強く意識して、日々の協同実践を重ねます。 

５ 図書館を活用した学習の実践による授業改善・学力向上の推進 

 １１月７日に図書館教育中国大会を本校で開催し、授業提供を行います。図書館を活用した授業は、児童

の本当の意味での学力向上につながるとても大切な取組だと捉えています。大会当日だけの成功を目指すの

ではなく、日々の授業改善に全職員で取り組んでいきます。 

 

 令和元年の本校は、学校、家庭、地域みんなで「ダイナミックチャレンジによるステップアップ」を進め、「もっ

ともっと楽しくてたまらない良城小学校」を目指します。家庭、地域の皆様のさらなるご理解とご協力をど

うぞよろしくお願いいたします。     

 

良城小 URL：http//www.yamaguchi-ygc.ed.jp/ryojo-e/ 

良 城 小 学 校 

学校だより４月号 

児 童 数 ８ ０ ４ 名 

平成 31 年 4 月 9 日 



＜良城小学校 教育推進の合い言葉＞ みんなで創る もっともっと楽しくてたまらない良城小学校  

                    ※下記予定や下校時刻に関しては、状況によって変更になることがあります。ご了承ください。 

つベ…古紙、牛乳パック、ベルマーク  ボ…ペットボトルキャップ、プルタブ 

 ○印は、今年度本校に着任した教職員です。  
 
 

 

 

 
 

４月 行  事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

8 日(月) 着任式 始業式 大掃除 入学式準備  
11:40 

入学式準備係になった６年児童のみ 

 
14:30 

9 日(火) 入学式 給食開始２～６年 11:30 13:20 
10 日(水) 発育測定２,４,６年 写真撮影１年 11:00 14:40 
11 日(木) 発育測定１,３,５年       つベ 11:00 16:00 

12 日(金) 

発育測定ひなたすき 体操服販売(13～14:00) 
授業参観２～６年(14:00～14:45) 
学級懇談１～６年(15:05～) 
通級教室保護者連絡会 ＳＣ午後  ボ 

11:00 

15:00 

15 日(月) 
給食開始１年 あいさつの日 
委員会活動 体操服販売(13:00～13:30) 

14:00 15:05 16:00 

16 日(火) 耳鼻科検診３,４年 14:00 15:05 16:00 

17 日(水) 
家庭訪問① 
第 1 回学校運営協議会 14:00 

13:20 

18 日(木) 
全国学力・学習状況調査（６年）・確認問題
（４・５年） 眼科検診２,４,６年  つベ 

14:00 16:00 

19 日(金) 家庭訪問②            ボ 13:20 

20 日(土) 第１回ＰＴＡ全委員会  
22 日(月) 家庭訪問③ 集金振替日 13:20 
23 日(火) 家庭訪問④ 歯科検診２,４,６年 13:20 
24 日(水) 家庭訪問⑤ 尿検査 13:20 

25 日(木) 
１年５校時授業開始 尿検査 
眼科検診１,３,５年,ひなたすき   つベ 

15:05 
16:00 

26 日(金) 鳳翩山登山（５年：雨天延期）   ボ 15:05 16:00 15:30 16:00 

２０１９年度 良城小学校教職員一覧 

校 長 増野 淳一 
教 頭 ○辻 美彦（２年書写 ２年２組体育） 手嶋 泰寛（４年１・２・３組理科 ６年書写） 
担 任 １ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組 ５ 組 
１ 年 田島 大輔 川﨑 莉沙子 好宮 咲子 山縣 佑紀 中谷 温子 
２ 年 ○堀ノ内 憲 藤野 尚子 ○田中 京子 ○渡邉 瑠美 浦田 直美 
３ 年 ○藤本 淳子 舩津 魁人 森田 ゆかり 田中 真美 中村 敦子 
４ 年 ○青山 千春 藤原 里香 ○酒匂 文菜 泉 好恵  
５ 年 森山 輝人 市川 那実 飯田 勇介 内田 圭子 ひまわり支援 
６ 年 ○原田 雄基 秋山 史子 坂野 浩太 福永 千恵 ○宮崎 眞木 

特別支援 
学級 

ひまわり なのはな１  なのはな２  たんぽぽ すみれ ききょう 
河内 君子 吉松 英子 末永 弘和 ○白石 幸江 深井 祐希 ○松本 景子 

専 科 原田 亮 
(６年理科) 

新久保 千夏 
(３年理科) 

宮野 大輔 
(４年４組理科・５年理科) 

○竹田 礼子 
(４・５・６年音楽) 

○昼馬 実紗 
(５・６年英語) 

通級教室 白金 真実代 奥住 紀美子（大歳小２日兼務） 初任者研修 ○中野 久江  

少人数指導 
西田 浩 
(３年算数) 

○深町 宏美 
(４年算数) 

○田中 克介 
(５年算数) 

初任研後補充（２年） 
初任研後補充（４年） 

大山 理枝子（兼務） 
○河本 八智代（兼務） 

学力向上推進リーダー ○西嶋 智（大歳小・教頭） 学力向上等支援員（５･６年） 中島 純子   
養 護 平山 望美 河村 眞琴 事 務 春吉 涼子 藪野 ひとみ 

栄養教諭 宮本 瞳 給食調理員 井上 亜佐代 重藤 友希 地域連携活動支援員 

校務事務 元山 保 図書室 竹田 裕子 河村 克恵 浦 京子 
PTA 事務 長嶺 智子 特別支援専門員 壹岐 義一 情報教育指導員 宮田 佳子 
補助教員 ○今村 香澄 ○佐々木 貴子 ○德光 千絵美 大山 理枝子（再掲） 河本 八智代（再掲） 

《山口市教育委員会からのお知らせ》    就学援助の手続きはおすみですか？ 
 

 就学援助の申請を考えておられる場合は、平成３１年４月２６日（金）までに申請をしてく
ださい。これまで就学援助を受給されていた方も新たに申請が必要になります。 

お早めに手続きをお願いいたします。申請が遅れますと、４月分からの就学援助費が支給さ
れないこともありますので、ご了承ください。 

問い合わせ 市学校教育課 ℡083－934－2862  

よろしくお願いいたします 

時間差が生じます 


