４ 月 の 予 定
越谷市立桜井南小学校発行
平成２４年度第１号
平成２４年 ４月 ９日
ホームページアドレス

http://school.city.koshigaya.saitama.jp/sakuraiminami-e/

入学・進級おめでとうございます。
～桜井南小学校

８６７名でスタート～

校長 工藤 俊夫
うららかな春の季節を迎え、命あるもの全てが躍動する心躍る季節がめぐってきました。
学校では、新しく１５０名の新入生を迎えるとともに、それぞれの児童が１学年ずつ進級し、
全校児童８６７名、教職員４３名で、平成２４年度をスタートしました。
新１年生にとっては、新しい生活が始まり、今までとは少し違った生活に、はじめは慣れな
いかもしれませんが、みんなと仲良く元気いっぱいに学校生活を送ってほしいと思います。そ
して、一日も早く、桜井南小学校の立派な１年生になってくれることを期待しています。また、
さまざまな行事や活動を通して、自分の力を伸ばすとともに、いろいろな人とのふれあいを通
して、社会性を育んでいくことを願っています。
【学校教育目標】
・考 え る 子 （深く考え、進んで学ぶ子）
・やさしい子 （明るく思いやりのある子）
・元 気 な 子 （健 康 で ね ば り 強 い 子）
今年度も引き続き、さまざまな教育活動を通して、バランスよく着実に子どもたちに力を付
けていきたいと思います。
特に、①確かな学力の育成、②健やかな体の育成、③信頼される学校を重点においた教育を
推進し、「笑顔・元気・感動にあふれ、児童が生き生きと伸びる学校」をめざし、次の点に取
り組んでいきたいと思います。
①基礎・基本の確実な定着により、確かな学力が身につく授業づくり
②一人ひとりの子どもの良さが認めあえる仲間づくり
③障害のある仲間とまわりの仲間が、「ともに学び育つ」支援教育の充実
④安心安全な学校づくりと地域との連携（学校地域防災サポートチーム会議等）
⑤校内外を問わず、安全指導、事故防止の徹底
⑥誰もが認められ、自信を持ち、生き生きと活動できる環境づくり
また、これらの学校での取り組みをご理解いただくとともに、ご家庭での「早寝」「早起き」
「朝食をしっかり食べる」の基本的な生活習慣の定着と「家庭学習」の推進を引き続きご協力
いただき、健全な学校生活やご家庭での生活が送れるようご協力を重ねてお願いいたします。
本年度も、保護者の皆様や地域の皆様のご協力のもと桜井南小学校の教職員が一丸となっ
て、教育を推進していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

１９日（木） 表札訪問③ぎょう虫卵検査
始業式・入学式 短縮３
歯科検診４５６年
通学班編成 一斉下校
視力検査３年 特別日課
短縮３
２０日（金）
１年生を迎える会
１１日（水） 短縮３ 登校指導
授業参観・懇談会４５６年
１２日（木） 給食開始 身体測定４～６年
視力検査２年
短縮５
２３日（月）
避難訓練 視力検査１年
１３日（金） 身体測定１～３年しらこばと
２４日（火） 授業参観・懇談会２３年し
１６日（月） 委員会活動 視力検査６年
らこばと 懇談会１年
表札訪問① 特別日課
５年県学習状況調査
１７日（火） 表札訪問② 特別日課
２５日（水） ｸﾗﾌﾞ活動 表札訪問④
視力検査５年
歯科検診１２３年しらこばと
１８日（水） 特別Ｂ日課（市教研部会）
２６日（木） 聴力検査２年 教育相談日
ぎょう虫卵検査
２７日（金） 離任式 聴力検査１年
視力検査 しらこばと
２３年度末でたくさんの職員が異動になりました。みなさんによろしくとのことです。
★ 退職された先生方 稲見修央教諭 中下香里助教諭 渡邊 哲教諭 髙野喜代子教諭
★ 転任された先生方
石橋 桂子 教頭 （市内・南越谷小へ）
槙島 成夫 教諭 （市内・大袋小へ）
石村 千栄子教諭 （市内・南越谷小へ）
飯塚 昌市 教諭 （市内・大沢北小へ）
白浦 充奈 教諭 （春日部・上沖小へ）
米澤 明日美 教諭 （蓮田・黒浜西小へ）
大澤 恵子 教諭 （市内・南越谷小へ）
中村 裕美 教諭 （市内・大袋北小へ）
佐々木志保子助教諭（久喜・栗橋南小へ）
加藤 沙織養護教諭（市内・西方小へ）
山﨑 辰巳校務主任（市内・大間野小へ）
大澤 千佳子支援員（市内･大沢小へ）
Sean mcgarry
ALT（契約満了）
★ 転入された先生方
西垣内きよみ教頭 （市内・千間台小より） 出居
正 教諭 （市内・桜井小より）
小林 和子 教諭 （市内・大沢北小より） 石関美智子 教諭 （市内・大袋東小より）
中島 節子 教諭 （市内・千間台小より） 小林 正樹 教諭 （久喜・菖蒲東小より）
麦倉 るり 教諭 （白岡・南小より）
杉崎 紀夫 教諭 （新採用）
島野 咲里 教諭 （新採用）
熊川眞由美 教諭 （市内・大沢小より）
松尾 強 助教諭 （春日部・立野小より） 若林 裕子養護教諭（市内・鷺代小より）
吉田 育未事務主事（市内・南越谷小より） 坂井 一夫校務主任（市内・千間台小より）
☆平成２４年度職員組織
今年度の本校スタッフです。よろしくお願いします。
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