
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

（令和４年度 教職員組織） 

担当等 氏   名 学年・学級 氏  名 担当町内 

校 長 足立  健 わかくさ１組 吉田 愛美子 新庄・厚 

教 頭 入矢  完（上川口小より）         ２組 西野 加奈子（育休より復帰） 岩井 

教務主任 一瀬 祥子        １年生 １組 芦原 由姫 （育休より復帰） 上荒河 

統合校加配 山口明日子（遷喬小より）担当：天津         ２組 塩見 和子 上荒河 

初任者指導 日下 雅之（三和学園より）  ２年生 １組 瀬田 佳紀 奥野部・大門・和久寺 

学校事務 有本 紀子                ２組 竹岡 佳瑚 さつきが丘・額塚・拝師・山﨑 

養護教諭 山崎 真由美 ３年生 １組 荻野 愛実 （育休より復帰） かしの木台 

学校用務 西岡 恵理                ２組 東  稜人 半田・今安 

学校用務 長尾眞美子（夜久野学園より） ４年生 １組 福生 真也 かしの木台 

育児休業 今西 敦子         ２組 津田 知輝（新規・雀部小より） 正明寺・室・市寺 

Ｓ カウンセラー 渡辺 康恵 ５年生 １組 内田 真史 岩井新町 

心の居場所サポーター 久保田 奈緒美         ２組 塩見 翔也 荒河ヒルズ 

初任者後補充・非常勤 畑  智子 ６年生 １組 德見 修一郎 正明寺・室・市寺 

Ｓサポーター 田中 貴代         ２組 西本 真奈（新規） かしの木台 

教員業務支援員 山口 育子 ２年生補助・非常勤 車  杏奈  

学校図書司書 横川 靖子 ２年生補助・Sサポーター 塩見 玲子  

福知山市立修斉小学校 

福知山市字半田 50 番地 

TEL 22-3216 FAX 24-2589  

令 和 ４  年 ４ 月号  

E-mail：syuusei-es@kyoto-be.ne.jp   http://www.kyoto-be.ne.jp/syuusei-es/cms/    

福知山市の教育目標：「自分のために 人のために 社会のために 共に幸せを生きる人材の育成」 

令和４年度 修斉小学校のスタートです 

 ４月７日（木）に着任式・始業式を行い、令和４年度がスタートしました。そして、４月１１日（月）に

は、４７名の元気な新入生を迎えて、全校児童 338 名の学校生活が始まります。子ども達は、新しい学年にな

り、新しい担任の先生との出会いに心を弾ませ、やる気一杯のことだと思います。その思いにしっかり応えて

いけるよう、教職員も気持ちを新たにして努力してまいります。 

今年度についても、新型コロナウイルスの感染がまた拡がっていくのか、それともやっと収束に向かってい

くのか、まだまだ先を見通すことができない状況です。そのような中ではありますが、子どもたちには、引き

続き感染予防をしっかり行いながらその時にできることを精一杯がんばらせ、着実に力を伸ばしていきたいと

思います。 

始業式で今年度頑張ることとして次の３点を話しました。それは、「ねばり強く、かしこく」、「気付い

て、正しく」、「がまん強く、元気に」の３つです。１つ目の「ねばり強く、かしこく」は、学習に対して、

こつこつと積み上げたり、難しくてもすぐにあきらめるのではなく粘り強く取り組んだりして、確かな学力を

付けていってほしいということです。また、２つ目の「気付いて、正しく」は、困っている友達がいたらそれ

に気付いてやさしく助けることができることや、間違ったことをしている友達がいたら、それに気付いて注意

したり正したりしていける力をつけてほしいということです。そして、３つ目の「がまん強く、元気に」は、

感染予防のためにマスクをつけたり、様々な制限を守ったりすることに対し、もういい加減いやだなと感じて

も、それでもがまん強く続けて、ずっと元気で過ごしていってほしいということです。この３つのことを意識

させながら、「一人一人の笑顔かがやく修斉小学校」にしていけるように頑張らせていきたいと思います。 

今年度は、特別教室のエアコン設置や、体育館照明の LED 化など、施設面での改善が予定されています。よ

りよい環境に変わっていく中、教育実践についても改善を行い、保護者の皆様、地域の皆様に一層信頼される

学校づくりをめざして、教職員一同、全力で取り組んでまいります。本年度も、本校教育に対し、ご理解ご協

力ご支援をいただきますよう、心よりお願い申しあげます。 

校長 足 立  健   

教職員一同 



本年度もスクールカウンセラー(SC)が相談活動を行い

ますので、お子様の成長にかかわることや子育ての悩み

などについて相談したいと思われる方は、お気軽に担任

や学校の教育相談担当者までご連絡ください。相談日の

調整をさせていただきます。（修斉小学校  22-3216） 

《スクールカウンセラー》渡辺  康恵 

《教育相談担当》山崎真由美（養護教諭） 

【退職・転任教職員：お世話になりました】 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
日 曜   校 内 行 事 下校時間（バ＝バス） 

7 木 着任式 始業式 学年集会 全校 11:30 

8 金 入学式準備（６年） 全校 11:30 

9 土      

10 日                       

11 月 家族団らんの日 入学式 9:30   ６年 11:30 

12 火 いい日あいさつデー  給食開始 通学班会⑤ SC 来校 13:45 下校 全校１３：４５（班別下校） 

13 水  低 15:10 中高バ 15:15 

14 木   低 15:30 中高バ 15:35 

15 金 安全点検 低 15:30 中高バ 15:35 

16 土      

17 日      

18 月 SC 来校 委員会活動⑥  １～４ 15:30 高バ 15:35 

19 火 スクリレテスト配信日① 全国学力学習状況調査（6 年国算理） 低 15:30 中高バ 15:35 

20 水  低 15:10 中高バ 15:15 

21 木   低 15:30 中高バ 15:35 

22 金 わかくさ学級についての学習理解指導 低 15:30 中高バ 15:35 

23 土 修斉読書の日    

24 日      

25 月 家庭訪問 （奥野部・和久寺・厚・新庄・半田・大門） 全校 13:15 
26 火 家庭訪問 （かしの木台）  スクリレテスト配信日②  全校 13:15 
27 水 家庭訪問 （下荒河・荒河ヒルズ・上荒河・岩井新町・岩井・天津） 全校 13:15 
28 木 家庭訪問 （正明寺・室・今安・拝師・さつきヶ丘・額塚） 全校 13:15 
29 金 昭和の日   

30 土     

 

□八板 嘉展 市教委へ □塩見 望 成仁小へ 
□葦原 亜美 六人部小へ □足立 真季子 中丹局へ

□曽根 肇 成仁小へ  □塩見景子 退職 

 

4 月の行事予定 

令和４年度 修斉小学校 教育方針 

 

 
 
 

 
校訓  「真面目に働き 世の為に尽くせ」 

 
学校経営テーマ：「全ての子どもの、将来の可能性を、広げる」 

 
学校教育目標 

「個が生き 笑顔かがやく 修斉の子ども」 
～温かな関わりをもって、学び、高めあう 修斉の子ども

 
昨年度に引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止への取組を以

下のように徹底していきますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 健康管理について  

・ 教職員と児童ともに、毎日、朝の健康状態と体温の確認をした上

で教育活動を行いますので、毎朝の家庭での検温にご協力くださ

い。 

・ 体調不良の場合は、決して無理をして登校させず、また、同居の家

族に発熱、咳などの症状がある場合についても、登校を控え、ご家

庭で休養させてください。 

・ 登校後、児童に発熱等の症状があれば、直ちに保健室等で休ませ、

保護者に連絡し、下校させます。 

・ 感染して重症化しないためにも、ご家庭での十分な睡眠や、早寝

早起き朝ごはんなど生活習慣の確立をお願いします。 

 

２ 衛生環境の維持について 

・ 登校時から児童のマスク着用にご協力ください。 

・ 教室の席の間隔の維持、換気、対面を避けることを徹底します。 

・ 手洗いと手指消毒を徹底します。 

・ 扉の取手など、定期的な消毒を行います。 

 

３ 行事や会議等について 

・ 参観日など外部から大人数が集まる行事等は人を分散するなど

工夫して実施します。 

・ 児童生徒の集会等を行う場合は、最小限にとどめ、実施の場合は

時間、換気、間隔などにも十分配慮します。 

・ 授業では、班活動などでも距離を保つこと、音楽の歌唱指導・器楽

演奏などを実施する場合は間隔をあけ人のいる方向を向かないな

どの配慮をします。 

・ PTA 等の会議については、最小限とし、出席者、時間、換気、席間

隔などにも配慮します。 

・ その他、感染のリスクを避けるよう配慮のうえ教育活動を行いま

す。 

〈めざす児童像〉 
～「３つの保証」を児童・家庭・地域に宣言・実現する学校～ 

成長保証（府教委「はぐくみたい力」多様な人とつながる力） 
   …児童の発達の道筋を的確に把握し（踏まえて）、寄り添い励

まし、支援する丁寧な対応を行います。 
学力保証（府教委「はぐくみたい力」主体的に学び考える力） 
   …新学習指導要領を踏まえ、求められる新たな学びの力と、

見えない学力（非認知能力）をつけます。 
進路保証（府教委「はぐくみたい力」新たな価値を生み出す力） 
   …いじめのない、互いを尊重・大切にする力をつけ、将来に

向けて展望する心を育てます。（共に幸せを生きる力） 


