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学校長 中 塚 洋 司

４月３日（金）、入学準備のため登校した新６年生の清々しい

声での挨拶、清掃や椅子運びなど会場の準備で張り切って働く

姿から、新年度への期待が思わず膨らみました。

学校では、４月６

日に６名の教職

員と１７名のピカ

ピカ１年生を迎

え、平成２７年度

がスタートしまし

た。今年度は全

校児童１３８名、

教職員２０名での

新学期です。始

業式では、校長

先生の好きな言葉として「使ったところが強くなる 頭でもからだ

でも その反対 使わぬところは」という相田みつをさん（詩人・

書家）の言葉を紹介しました。「勉強は先生方が教えてくれます

が、考えるのは皆さんです。頭を大いに使いましょう。体では、た

のしく運動して

体を鍛えましょ

う。ゲームばかり

ではいけませ

ん。そして、心、

自分も大事に

し、相手を思い

やる心遣いをし

ましょう。頭・体・

心、使った分だ

  

学校だより 本輪西小学校 

け成長できます。」と話しました。

入学式では、本輪西小学校で楽しく過ごすための３つの願い

として、「あいさつや返事」「きまりを守る」「やさしい親切な人にな

りましょう。」というお話をしました。「あいさつ」は、良好な人間関

係づくりの潤滑油ですし仲良くなるための大切なキーワードで

す。できて当たり前のようですが身につくのは簡単ではないので

す。「きまり（ルール・マナー）」は、安全でみんなが公平に、そし

て楽しく集団生活を送る上で必要なものです。家庭でも約束事

がありますし、交通にもきまりがありますが、学校での生活や学習

規律についても守れることは自立につながっていきます。「やさ

しい・親切」は、いじめ・意地悪のない楽しい学校にするためで

す。学校生活が安定し安心できるものであれば、子どもたちの学

習への集中力も高まります。

子どもは、学校だけで成長するものではありません。学校がめ

ざす「学び（頭）と心と体」が調和のとれた成長となるためには、ご

家庭や地域の皆様との連携や協力が欠かせません。学校・家庭

・地域・関係機関など、つながりの中で子どもたちをはぐくんでい

きたいと考えております。

本校は、今年度で１３４年つづいた歴史を閉じることになりま

す。「みどりかがやく大好きな学校」の最後の１年です。これまで

の素晴らしい歴史と伝統を継承しながら、締めくくりとしての１年

を充実したものにするよう職員一同一丸となって教育活動を推

進して参りますので、皆様方のご理解とご支援ご協力をよろしく

お願い申し上げます。

ἤὝἜὙἨἠἛᯊἕἨἪṋṋ

Ǘ௹ἨἠಶὝἰҪᄀἜǗ

中 塚 洋 司 校長先生 （絵鞆小学校から）
市内絵鞆小学校からきました。４月６日に子どもたちの歌

声「本輪西小学校校歌」や「大好きな学校」を聞いてとても

感動しました。

134年目の本輪西小学校の締めくくりの１年に巡り会え

たこと、子ども達との出会い、１８日の保護者の皆さんとの

出会いを大切にして、笑顔と感動ある学校をめざして頑張り

ますので、よろしくお願い申し上げます。

吉 成 透 教頭先生 （八丁平小学校から)
八丁平小学校から来ました吉成透（よしなり とおる）で

す。

本輪西小学校の子どもたちの元気と明るさに触れ、とても

うれしく思っています。134年の歴史ある学校が閉校する

ことはとても残念ですが、それに関わることができて光栄に

思います。一年間どうぞ、よろしくお願いします。

新 藤 純 子 先生 （絵鞆小学校から）
４月から４年生の担任となりました新藤純子（しんどう

じゅんこ）です。３月に閉校した絵鞆小学校から参りました。

本輪西小学校でも閉校というゴールに向けて、最後の一年

を子どもたちや保護者の皆様と過ごせる事をうれしく思っ

ています。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

岡 田 真奈美 養護教諭 （武揚小学校から）
武揚小学校より参りました養護教諭の岡田真奈美（おかだ

まなみ）です。

１年という短い期間ですが、本輪西小学校のみなさんと元

気いっぱい楽しく過ごしたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。

奥 薫 支援員 （八丁平小学校から）
八丁平小学校から来ました。穏やかな雰囲気の本輪西小学

校の子どもたち。始業式や入学式に明るく元気いっぱいで素

敵な歌声で歌う子どもたちに感激し、ますます楽しみになり

ました。

早く皆さんと仲良くなりたいと思っていますので、よろし

くお願いします。

鹿 原 弘 公務補 （白鳥大橋記念館から）
このたび、用務員としてお世話になります鹿原弘（かばら

ひろし）と申します。白鳥大橋記念館を退職後、本校に来る

ことになりました。

自然の豊かな本輪西小学校で、子どもたちの元気な笑顔を

見ながら仕事をがんばりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。



平成２７年度 本輪西小学校職員～よろしくお願いします

校 長 中塚 洋司 教 頭 吉成 透

１ 年 長田 紀子 ２ 年 田澤 稔子

３ 年 津田 勝 ４ 年 新藤 純子

５ 年 三木 智帆 ６ 年 荒木 耕治

かがやき１ 川股 由香 かがやき２ 忍関 麻澄

フリー 堀部 冬彦 少人数指導 込山 哲也

養護教諭 岡田真奈美 学習支援教員 宮川 晴美

支援員 戎 佳子 支援員 奥 薫

事務職員 堀 利勝 事務員 川上 雅美

用務員 鹿原 弘 給食配膳員 桜庭 明美

外国語非常勤講師 ブロドゥスキー亜希子

《学 校 教 育 目 標》

心身ともに健康で、情操豊な子

（元気で明るい子）

正しく判断できる知識と自主性と根気のある子

（よく考えて、進んでやりぬく子）

集団の中で自他を敬愛し、節度を保ちよく協力する子

（きまりを守り、仲良く助け合う子）

物心両面にわたってこれを大切にし、感謝できる子

（ものを大切にし、感謝する子）
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http://www2.muroran.iburi.ed.jp/~motowanishi/

〈入学式に来校いただいたＰＴＡ、保育園、幼稚園、地域の方々〉

今年度も多くの地域の方々に子どもたちは見守られて、登

下校しています。見守ってくださっている方々に感謝すると

ともに、改めて交通安全に

気をつけましょう。特に、

温かくなってきて、自転車

に乗って遊びに出かける

機会も増えてきます。指導

部から出された自転車の

ルールとマナーについて、

よく読んで乗るようにしま 〈1年生の下校指導〉

しょう。また、スクールバスについてもきまりを守って、安

全に気をつけて乗り降りしましょう。

9日(木)から１年生も給食が始まりました。はじめての給

食に、準備の時からみんなわくわくドキドキしながら取りか

かりました。そして、みんな揃って「いただきます。」

この日のメニューは、ごはん、ぶたにくのキムチいため、

ちくわのいそべあ

げ、牛乳でした。

いつもは、苦手な

はず(？)の野菜も

先をあらそうよう

におかわりをして

食べている子もい

ました。

《 ４ 月 の 行 事 予 定 》

６日（月） B４日課 着任式 始業式 入学式

PTA朝のあいさつ運動・交通安全指導（～８日）

年度方針会議 【給食なしで下校】

７日（火） B５日課 １年生下校指導 ２年生以上給食開始

年度方針会議 港北中入学式

８日（水） B日課 １年生下校指導 校務部会

９日（木） １年生給食開始・下校指導

６年生縄文出前講座 バス指導（中休み）

１０日（金） 代表専門委員会 PTA役員会

１３日（月） Ｂ日課 職員会議 三計測（５・６年）

１４日（火） 全校朝会（認証式） 三計測（３・４年）

１５日（水） 三計測（１・２年、かがやき）

エコでGO!! エコファイブ!!

１６日（木） ALT来校(2・5・6年) 外国語活動(5・6年)

１７日（金） 視力検査（５・６年、かがやき）

１８日（土） 参観日 PTA総会 全体懇談会 学級懇談会

PTA歓送迎会 18:30 味の天狗

１年生には学校便りと合わせて、４月１８日(土)、参観日・PTA

総会の夜に予定しています、PTAの歓送迎会の案内を配布しました。

２年生から６年生までは、３月に配布しています。多くの方の参加を

お待ちしております。

２０日（月） 参観日振替休業日

２１日（火） 全国学力・学習状況調査（６年） 視力検査（３・４年）

２２日（水） 午前授業 視力検査（１・２年） 家庭訪問①

２３日（木） Ｂ４日課 聴力検査（２・３年、かがやき）

ＡＬＴ来校 尿検査一次

市教研総会・部会研修会【給食なしで下校】

２４日（金） 午前授業 聴力検査（１・５年） 家庭訪問②

２７日（月） 午前授業 避難訓練 家庭訪問③

２８日（火） 午前授業 家庭訪問④ 室蘭市標準学力調査（５年）

２９日（火） 昭和の日

３０日（水） 午前授業 家庭訪問⑤
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