
    

                                               

子ども達の新しい門出と成長を願って 

 

                                                       校長  岡本 泰典 

 

 桜に彩られ、新芽が輝き、子ども達の新しい生活のスタートを祝ってくれています。コロナ禍

の中ではありますが、春期休業中は大きな事故も無く新学期を迎えられましたことを本当に嬉し

く思っております。 

 今年度より佐山小学校の校長として、お世話になります 岡本 泰典 でございます。 この

伝統ある佐山小学校の子ども達の「豊かな学び」と「健やかな成長」のため、教職員とともに頑

張ってまいります。保護者･地域の皆様には、これまで同様に変わらぬご支援、ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

  さて、７日には47名の１年生を迎え、15学級291名の児童が新たなスタートを切ります。今年度

も、これまでの学校教育目標を継承し、その実現に向けて教職員一同全力で取り組んでまいりま

す。 

 

 《学校教育目標》 

自分のよさを生かしながら、ひとり立ちできる子どもの育成 

 

始業式で、子ども達には、「考え、創造し、行動する」ためには、社会で「生きる」基本であ

り、コミュニケーションの基礎である３つの｢あ｣の言葉を大切にしてほしいことを伝えました。 

 

 あいさつの「あ」（礼節） 相手の「あ」（共生） ありがとうの「あ」（感謝） 

 

佐山小学校は、平成24年度に発足した学校運営協議会を核とした「コミュニティー･スクール」と

して地域に開かれた学校づくりを目指して10年目を迎えます。佐山の児童が、保護者や地域の皆

様の愛情に包み込まれ、未来を切り拓く「かしこさ」と「やさしさ」と「たくましさ」を身に付

けられますよう、学校運営協議会との連携･協働を一層進め、一人一人の子どもを大切に本校教育

活動の推進に努めてまいりたいと考えております。 

保護者、地域の皆様のなお一層のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

佐山小学校は、保護者や地域の皆様とともに、 

 児童が「行きたい」 保護者が「行かせたい」 地域の皆さんが「行ってみたい」と 

思えるような学校を目指していきます。 

 １年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
 
 

 

 学校だより 令和３年度 ４月号 佐山小学校           
     さ・最後までねばり強くやりぬく子（自立） 

                                     や・やさしく思いやりのある子(共生) 
                                               ま・よく学びよく考える子(チャレンジ)   お お ぞ ら 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
新たな気持ちで                          

  新年度は下記のような組織で全教職員、気持ちも新たに全力をあげて取り組

みます。 

  皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 
 

校長 岡本 泰典 ４年２組 野田 貴志 

教頭 島田 真吾 ５年１組 安藤  那奈子 

教務主任 長谷部 江美 ５年２組 丸山 翔平 

学校特色加配 湯淺 祥一 ６年１組 谷村 亜美 

通級指導教室 芥川 裕子 ６年２組 秋山  樹 

養護 西村 美穂 ＡLＴ(英語指導助手) Ｊaclyn Ｃhua 

事務 梅本 有里 特別支援教育補助員 森川 令子 

若草学級１組 牧浦 美帆 特別支援教育補助員 原田 さおり 

若草学級２組 福西 惠子 特別支援教育補助員 𠮷𠮷田 味佐子 

若草学級３組 松井 康太 スクールカウンセラー 古川 秀明 

若草学級４組 井原 美佳 スクールカウンセラー 大西 正美 

１年１組 矢野 奈穂子 スクールソーシャルワーカー 久木山 信光 

１年２組 久川 由貴 家庭教育アドバイザー 中村 さゆり 

２年１組 宮腰 彩里沙 栄養職員 鈴木 沙季 

２年２組 矢野 大志郎 図書館司書 柴田 佳織 

３年１組 地上 早百合 管理人 嶋木 重美 

４年１組 足立 美希子 管理人 嶋木 和子 

【教職員異動のお知らせ】 

《離任・退職》           《着任》 
谷口 美弥子 先生  久御山町教育委員会へ      西村 美穂  先生 宇治市立宇治中学校より 

藤井 かよ 先生  久御山町立久御山中学校へ    野田 貴志  先生 久御山町教育委員会より  

田中  葵 先生  久御山町立御牧小学校へ     地上 早百合 先生 久御山町立東角小学校より   

渋谷  歩 先生  宇治市立岡屋小学校へ       矢野 大志郎 先生 令和３年度新規採用者 

松田  瑞 先生  久御山町立御牧小学校へ     

髙岡 芳子 先生  退職  

鈴木 敬子 先生  退職 



 

【お知らせ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 ４月の行事予定 PTA関係・その他 

6 火 
2～5年生短縮３校時 着任式 始業式 大そうじ  

入学式準備 6年④ こども園入園  
  

7 水 
入学式   短縮４校時 入学式片付け(6年④) 

学級写真[1年]  
PTA本部役員会19：00～ 

8 木 
短縮4校時(1年も４校時) 体位測定(高)  

地域児童会④  中学校入学式(９:30～) 
  

9 金 短縮4校時(1年は3校時) 体位測定(若・低)    

10 土    

11 日    

12 月 
短縮4校時(1年は3校時) 体位測定(中)  

学年会 青少協・見守りパト 
青少協・見守りパト 

13 火 給食開始・全日授業 ４年府学テ PTA選管委員会 19:00  

14 水 参観日 懇談会(詳細は参観案内文書をご確認下さい。)      

15 木 全校普通４校時 久御山学園研修会  登校指導・安全の日    

16 金    

17 土    

18 日    

19 月 
佐山ヒーローズ 青少協・見守りパト 

PTA専門部会(19:00～) 

20 火 児童集会   

21 水 
 PTA本部運営委員会  

(19:00～，19:30～)  

22 木 交通安全教室③④（１・２年生 中間 班長）  

23 金  PTAあいさつ運動 

24 土    

25 日     

26 月 短縮４校時 家庭訪問[１] 青少協・見守りパト 

27 火 短縮４校時 家庭訪問[２]検尿提出日   

28 水 短縮４校時 家庭訪問[３]検尿提出日  

29 木 昭和の日  

30 木 短縮４校時 家庭訪問[４]  

持ち物の記名について 

毎年、数多くの落し物が届きます。一時保管し、参観日等で展示はしていますが、落とし主に戻らない

ものが多数あります。新しい学年のスタートをきっかけに、自分の持ち物にはわかるように記名をお願い

いたします。 

名札について 

教育後援会の援助で昨年度から名札を一新しております。全校に無償配布しておりますが、もし、破損

・紛失した場合は、自己負担となりますのでご了承下さい。（名札の値段120円） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校行事等について 

新型コロナウィルス感染症の収束の目途が立たない状況の中、今年度の学校行事等において

   も、形を変えての行事の実施や場合によっては延期や中止になる可能性がありますので、ご承

  知おきください。 

 

お願い 

・ 登校時には可能な限りマスク（手作りマスク等）の着用をさせていただきますようよろし

くお願いします。 

なお、体調がすぐれない時や微熱等の症状がある時には、無理をせず休養を取るなど体調

管理に努めていただきますようよろしくお願いします。 

・ 新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、今年度も引き続き健康観察カードによる

毎朝の健康観察をしていただきますようお願いします。また、手洗い、うがいの徹底とハン

カチ・ティッシュの持参など家庭でも感染症予防に十分ご配慮よろしくお願いします。 

 

 
黒板がホワイトボードへ 

 校区出身の方からの寄付により、今年度より全教室がホワ

イトボードに替わりました。教育のICT化に伴い、タブレッ

トの映像や動画などを写すのに最適で、合わせてプロジェク

タも設置され大きく写すことができます。これからの時代の

先駆けとして役立てていきたいと考えております。ご寄付い

ただいたことを心よりお礼申し上げます。 

 

  

     下校時刻のお知らせ 

６日(火) 始業式 

２～５年 11：20頃 下校 

６年 12：10頃 下校 

７日(水) 入学式 

２～５年 自宅学習 

６年 12：10頃 下校 

８日(木) 地域児童会 

全学年 12：10頃 下校 

９日(金)・12日(月) １年 短縮３校時授業 11：30頃 下校  

２～６年生 短縮４校時授業 12：10頃 下校 

13日(火)～ 全学年 全日授業  

14日(水) 参観日 １・２年 14：25頃 下校 

         ４～６年 15：15頃 下校 

15日(木) 全校普通４校時（給食あり） 13:00頃 下校 

26日(月)･27日(火)･28日(水)･30日(金) 家庭訪問(４日間) 

全学年 短縮４校時授業 12：55頃下校 

お知らせとお願い 


