
 

 

 

 

 

 
 

 今年は「良城（吉敷）だからこその教育」のステップアップの年です。 

                       校長 増 野 淳 一  
                      
                      

本校に着任して２年目を迎えました。昨年度は、一年間を通じ、良城っ子の素直さ、真面目さ、落

ち着いた生活態度にふれ、心が洗われました。とはいえ、主体性の不足などの課題も見られ、それら

の育成に向け、新しい学校教育目標を設定いたしました。 

 本年度は、いよいよ目標の達成に向けた年となります。１６人の新しい教職員を迎え、総勢６９人

のスタッフにより、全力で「良城(吉敷)だからこそ」の学校教育を進めて参りますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。  

本年度の重点的取組は以下の５点です。  

 ①総括的な取組です。知徳体（本校では、あえて徳知体）の様々な場面において、他のどこでもな

い、ここ吉敷地域だからこその特色ある教育を進めて参ります。新教育目標の根幹です。  

 学校では、担任業務以外に、校内の様々な分野の業務を分担する「校務分掌」という業務がありま

す。新年度からは、この校務分掌を「学力向上プロジェクト」、「優しい心育成プロジェクト」「健

康安全推進プロジェクト」の３つのブロックに分け、各プロジェクトリーダーが中心となって具体的

な取組を進めて参ります。 

 ②昨年度は、これまでの良城小の教育の良さを「良城しぐさ」として明文化してきました。ここ数

年来、職員が大きく入れ替わっていますが、これまでの良さを新旧の全員が意識して継承しくことは

もちろん、さらに新しい次の手を打っていき、そのよさをさらに高めていくことを求め「発展」とし

ています。これまでにお話ししてきたように、良城しぐさは、学校だけの宝ではありません。家庭、

地域での取組に発展させて、「吉敷しぐさ」として地域の自慢にしていきたいと考えています。 

 ③新目標のポイントは、地域と共にある学校づくりです。コミスクとしての取組を「日常化」して

いきます。これまでも「昔遊び」など地域の方々に来ていただく取組がありましたが、「行事」とし

ての一過性の取組でした。これらを少しずつ日常化させ、児童が学校に登校する月～金曜日の間に地

域の方々であふれるような学校にしていきたいと思います。多くの方々が日々、気軽に訪れ、子供達

とふれあい、共に学び元気になってもらえる学校になることこそが、小学校だからこその地域貢献で

あると考えます。 

 ④本県では、教職員の若返りが著しく進んでいます。本校でも２０代の職員が一気に増えています。

若手職員は学校全体にとても良い刺激を与え、活気があふれます。しかし、良城だからこその教育の

推進のためには、経験の浅い若手を育てていかなければなりません。私も含め、ベテランや中堅が、

「人材育成」を強く意識していく必要があります。校務分掌や同学年の中で、人材育成をより進めて

参ります。特に、同学年での人材育成こそが、良城小職員の「良城しぐさ」です。各学年のチームプ

レイにご期待ください。 

 ⑤来年１１月７日に、図書館教育中国大会の授業公開が本校で行われます。本校は図書館が大変充

実しており、子供達も本が大好きです。大会の引き受けにより、さらに図書館を活用した教育の在り

方の研修を深め、児童の主体的な学習意欲や豊かな情操を高めて参りたいと思います。  

①新しい教育目標の達成に向けた良城(吉敷)だからこその取組の組織的な推進 

②良城しぐさ（美礼時を始めとしたこれまでの本校教育のよさ）の発展 

③コミュニティ･スクールとしての取組の日常化と小学校だからこその地域貢献の推進 

④校務分掌プロジェクト・同学年組織による日常的な人材育成の推進 

⑤図書館を活用した学習の在り方の研究を通した授業改善の推進 

 

良城小 URL：http//www.yamaguchi-ygc.ed.jp/ryojo-e/ 
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平成 30 年 4 月 10 日 



＜良城小学校  教育推進の合い言葉＞  みんなで創る  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 

9 日(月) 始業式  
11:40 

入学式準備係になった６年児童のみ 

 
14:30 

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

13 日(金) 

発育測定ひなたす 体操服販売 
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      ボ 

11:00 15:00 

16 日(月) 
給食開始１年 あいさつの日 
委員会活動 体操服販売 

14:00 15:05 16:00 

17 日(火) 全国学力・学習状況調査（６年） 14:00 15:05 16:00 

18 日(水) 
家庭訪問① 尿検査 心電図 1 年 
第 1 回学校運営協議会 14:00 

13:20 

19 日(木) 
眼科検診４～６年 尿検査（予備） 
集金振替日          つベ 

14:00 16:00 

20 日(金) 家庭訪問②           ボ 13:20 
21 日(土) 第１回ＰＴＡ全委員会  
23 日(月) 家庭訪問③ 13:20 
24 日(火) 家庭訪問④ 歯科検診４～６年 13:20 
25 日(水) 家庭訪問⑤ 13:20 

26 日(木) 
１年５校時授業開始  
眼科検診１～３年 ひなたす   つベ 

15:05 16:00 

27 日(金) スクールカウンセラー（午後）  ボ 15:05 16:00 

平成３０年度 良城小学校教職員一覧 

校 長 増野 淳一 
教 頭 ◯吉田 衆一（１年５組書写 ２年２組体育 ２年２・５組 書写） 手嶋 泰寛（４年２・３・４組 理科 ６年書写） 
担 任 １ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組 ５ 組 
１ 年 中谷 温子 重兼 宏美 好宮 咲子 ○山縣 佑紀 藤野 尚子 
２ 年 泉 好恵 玉木 実沙 ○飯田 勇介 ○川﨑莉沙子 ○浦田 直美 
３ 年 藤原 里香 ○秋山 史子 田島 大輔 原 恵子  
４ 年 中村 敦子 市川 那実 ○田中 真美 宮野 大輔  
５ 年 森田 ゆかり 森山 輝人 ○舩津 魁人 川端 由香里  
６ 年 坂野 浩太 福永 千恵 中山 正意 内田 圭子  

特別支援 
学級 

ひまわり１  ひまわり２  なのはな１  なのはな２  たんぽぽ すみれ 
河内 君子 淺原 恵子 ○白金 真実代 末永 弘和 吉松 英子 ○深井 祐希 

専 科 原田 亮 
(６年理科) 

新久保 千夏 
(３年理科) 

菊川 和彦 
(４年１組理科・５年理科) 

○金坂 典子 
(４・５・６年音楽) 

通級教室 宮野 玲子 奥住 紀美子（大歳小２日兼務） 初任者研修 ○藤田拓二  

少人数指導 
平田 修 

(４年、５年３組算数) 
○西田 浩 

(３年、２年４組算数) 
初任研後補充（２年） 
初任研後補充（５年） 

○大山 理枝子（兼務） 
○原田 世都子 

 

学力向上推進リーダー 徳光 哲生（大歳小・教頭） 学力向上等支援員（５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  
校務事務 元山 保 図書室 竹田 裕子 髙椋 佳枝  
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 杉山 典子 井上 明美 淺海 亜矢子 ○藤井 みさと 大山 理枝子（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３０年４月２７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 


