
平成29年度 全校児童240名で片口小学校スタート！

校長 杉 高 浩

４月７日(金)の入学式では、新１年生28名を迎え、全校児童240

名で平成29年度の片口小学校がスタートしました。

11の保育園、幼稚園から入学した１年生ですが、新たな希望と期待

を胸に学校生活を送っています。

教職員は、子供たちとの出会いを大切にし、何事にも最後まで粘

り強く取り組む「たくましい片口っ子たくましい片口っ子たくましい片口っ子たくましい片口っ子」の育成を目指して、精一杯

がんばっていきたいと考えています。

本年度も、昨年度同様、保護者や地域の皆さんの学校教育に対す

るご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
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教 諭 浜谷ひかり（大門小へ） 教 諭 武田 友寿（東明小より）

教 諭 笹谷 有香（大島小へ） 教 諭 中林阿以香（大門小より）

教 諭 本居恵理子（退職） 教 諭 山下 真也（小杉小より）

学習ｻﾎﾟｰﾀｰ 栗林 道子（退職） 事 務 員 東野 栄子（塚原小より）

学習ｻﾎﾟｰﾀｰ 新谷 由華（大島小より）

学級担任学級担任学級担任学級担任・・・・教職員教職員教職員教職員のののの紹介紹介紹介紹介
今年度も どうぞよろしくお願いします今年度も どうぞよろしくお願いします今年度も どうぞよろしくお願いします今年度も どうぞよろしくお願いします

校 長校 長校 長校 長 杉高 浩 教 頭教 頭教 頭教 頭 前田多恵子 教務主任教務主任教務主任教務主任 福山 暁雄

１年１組１年１組１年１組１年１組 28名 小林 一美 計 28名
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平成29年度 片口小学校の学校運営の概要

１ 教育目標

「賢・心・体」を兼ね備えた子供の育成

【賢】 自分の考えをもつ 賢い子供 〈知〉

【心】 思いやりのある 心優しい子供 〈徳〉

【体】 健康な心身をもつ たくましい子供 〈体〉

２ 本年度の重点目標

互いのよさを認め合い、共に高め合うたくましいたくましいたくましいたくましい子供の育成

３ 学校運営の方針

(1)「いのちの教育」を核とした道徳教育の充実を図る。

・自分の生き方を見つめ、よりよい生き方を目指す道徳の時間の充実

・自尊感情を高める自発的・自治的な特別活動の推進

・読書活動や感動体験の充実

(2)「学び合い」と「体験」を重視した指導を工夫し、分かる授業づくりに努める。

・「射水スタンダード～授業のＡＢＣ～」を活用した指導の工夫

・「できた」「分かった」が実感できる課題の工夫と活動の充実

・互いに教え合い、認め合い、高め合う場の工夫

(3)いじめ等問題行動を生まない温かい人間関係づくりに努める。

・心をつなぐ挨拶とあったか言葉の推進

・一人一人に寄り添った的確な児童理解と相談体制の充実

・互いのよさを認め合う環境づくりの工夫

・チームによる支援体制の充実

(4)健康や安全への意識を高め、体力の向上と健康・安全指導の充実を図る。

・家庭と一体となって進める望ましい生活習慣の形成

・運動機会の確保と体力つくりの推進

・危機管理意識の高揚と迅速な指導の徹底

(5)家庭・地域との連携を密にし、信頼される学校づくりに努める。

・地域の各種行事やボランティア活動への積極的参加の支援

・各種たより等による積極的な情報発信

・地域の保育園や中学校との円滑な接続を図る連携の強化

片口小学校ホームページのＵＲＬ

片口っ子の学校での様子や学校からのお知らせ等を載せています。また、登校

許可証明書もプリントアウトできます。

http://wp-kataguti.imizu.jp

の行事予定 の主な

行 事

17日(月) 研修会のため２時頃下校 １日(月) 家庭訪問予備日

18日(火) 全国学力・学習状況調査（６年生） ２日(火) 集金日

20日(木) 集金日、内科検診(１～３年生） 13日(土) ＰＴＡ早朝奉仕活動

21日(金) 学習参観・ＰＴＡ総会 17日(水) 運動会予行

22日(土) 片口校下祭 20日(土) 運動会

24日(月) 家庭訪問（片口） 21日(日) 運動会予備日

27日(木) 結団式、家庭訪問(高場・久々江) 22日(月) 振替休業日

28日(金) 家庭訪問(高場新町・雇用促進） 28日(日) 第１回資源回収

29日(土) 昭和の日 29日(月) 避難訓練

30日(火) 射水市連合運動会


