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校長室の窓から
入学式の前日に，やっと桜が咲き始めました。
今年の春は，一歩一歩確認しながらの到来のようです。
子どもたちが登校する六日が待ち遠しく，元気に登校してくる子どもたちの笑顔を見てほっとし
ました。
平成２３年度，土浦第二小学校は６６６名で出発です。
始業式では，次のような話をしました。
「昨年度までで身につけたことをさらにアップさせましょう。

学習では，ノートをしっかり書くこと，家庭学習・自主学習をがんばること。
生活では，時間を守ること，清掃を黙動でがんばること，あいさつをしっかりすること。
今まで身につけたものがたくさんあります。それらをさらにバージョンアップさせましょう。
二つめは，今年度がんばることです。それは言葉遣いです。
単語だけで用を済ませる子，友だちへの言葉が荒い子，時と場所，相手にそぐわない言葉遣い
をする子，非常に気になります。今年は適切な言葉遣いができるようになりましょう。」

人間関係を築くものは会話です。よりよい関係を作るためにも，将来必ず必要となる言葉遣いを
身につけさせたいと考えています。子どもたちは，昨年度，けじめのある生活，実り多き学習を
することができました。それでよしとせず，そこをスタートラインとしてさらに力をつけさせた
いと思います。
『あたりまえ』のことができる喜びをあらためて感じています。子どもたちにも，学校へ通える
こと，勉強ができること，友だちと遊べること，家族と一緒にいることなど，『あたりまえ』の
幸せを気づかせながら，支援していきたいと考えておりますので，今年度もよろしくお願いいた
します。

教職員異動教職員異動教職員異動教職員異動のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ
転 出 転 入

小澤 倫子先生 土・東小へ 根本 滋子先生 か・下稲吉東小より
大塚 博 先生 つ・大曽根小へ 永山 利之先生 か・佐賀小より
湯原 敦子先生 土・荒川沖小へ 柳田 良子先生 つ・大曽根小より
中澤 正蔵先生 かすみがうら市教育委員会へ 藤崎 瞳 先生 新 採
田沼 留美先生 常・水海道小へ 鈴木麻衣子先生 土・藤沢小より
山口由紀子先生 土・真鍋小へ 嶋田 智通先生 新 採
石田 記子先生 退 職 入江紘太郎先生 新 採

平成平成平成平成２３２３２３２３年度 教職員紹介年度 教職員紹介年度 教職員紹介年度 教職員紹介
校長 齋籐 優子 教頭 清水 明 教務主任 福島 幸子

１－１ 飯塚 優子 ４－１ 小松崎篤子 音楽専科 井原冨美江
１－２ 柳田 良子 ４－２ 吉原 勝 少人数 嶋田智通
１－３ 小島 綾子 ４－３ 久根間千名美 （３･４年生の算数）
１－４ 池嶋 和美 ５－１ 佐竹 佳子 養護教諭 野口ゆみ子
２－１ 舘 和子 ５－２ 入江紘太郎 事務主事 石橋あゆみ
２－２ 藤崎 瞳 ５－３ 雜賀 史 管理員 柴沼 稔
２－３ 會澤奈津子 ６－１ 皆藤 裕子 学校司書 仲田 幸子
３－１ 三輪 寛 ６－２ 永山 利之 支援員 太田由紀子
３－２ 鈴木麻衣子 ６－３ 細野 明子 支援員 寺内 由江
３－３ 髙野千奈美 ６－４ 根本 滋子 支援員 伊藤 洋子

かがやき 照沼てい子 支援員 北村 美枝
おおぞら１ 須藤 京子 給食員 小口 厚子 支援員 伊藤 賢司
おおぞら２ 本堂 雅恵 給食員 久保田 恵

校庭校庭校庭校庭のののの桜桜桜桜((((４４４４．．．．１１１１１１１１））））

平成平成平成平成２３２３２３２３年度 土浦第二小学校年度 土浦第二小学校年度 土浦第二小学校年度 土浦第二小学校をこんなをこんなをこんなをこんな学校学校学校学校にににに

昨年度に引き続き，子どもたちにとって『今日が楽しく，明日が待たれる学校』づくりをしていき
ます。子どもたちを中心に据え，子どもたちにとって大切なことは何か，子どもたちにとって必要な
ことは，と考えて教育活動を実践していきます。もう一つ大切にしたいことは，コミュニケーション
です。子ども同士，教師と子ども，教師同士，教師と保護者，保護者同士の会話を大切にしていきま
す。困ったこと，わからないことなどどんな小さなことでも連絡していただき，早め早めの対応をと
っていきたいと考えておりますので，今年度もご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

学校学校学校学校のののの実態 校 訓 児童実態 校 訓 児童実態 校 訓 児童実態 校 訓 児童のののの実態実態実態実態
○市街地にあり校外学習 ○素直で，感性が豊かである。
や体験学習がしやすい 明るく 仲よく たくましく ○男女，異学年の仲がよい。
恵まれた環境である ○時と場所に応じた言葉遣いが

○交通事故を始め安全面 できない児童がいる。
での配慮が必要である ○自主学習への取り組みに差が

本校本校本校本校のののの教育目標教育目標教育目標教育目標 ある。
教師教師教師教師のののの願願願願いいいい 確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力をををを身身身身につけにつけにつけにつけ，，，， 保護者保護者保護者保護者のののの願願願願いいいい

○知徳体のバランスのと 心身共心身共心身共心身共にたくましいにたくましいにたくましいにたくましい ○思いやりと確かな学力を育成
れた児童を育てたい。 児童児童児童児童のののの育成育成育成育成 してほしい

○豊かな人間性を育てた ○豊かな人間性を育んでほしい
い。

こんなこんなこんなこんな学校学校学校学校をめざします こんなをめざします こんなをめざします こんなをめざします こんな子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに育育育育てたいてたいてたいてたい
○活気と感動のある教育活動を展開する学校 ふ つうのこと（当たり前のこと）ができる子

○潤いのある美しい学校 じ ぶんの考えや思いが表現できる子

○保護者や地域に信頼される学校 つ よい身体と心をもった子

か んどうする心をもった子

本 年 度本 年 度本 年 度本 年 度 のののの 重 点 事 項重 点 事 項重 点 事 項重 点 事 項
基礎的・基本的内容の確実 感性豊かで，よりよい人間関係 体育・スポーツ活動を充実させ，体
な定着と，「学び方」の習得 を築くことができる児童の育成 力の向上を図るとともに，自己管理
を図る。 （（（（知知知知）））） を図る。 （（（（徳徳徳徳）））） 能力を高める。 （（（（体体体体））））

知徳体知徳体知徳体知徳体ののののバランスバランスバランスバランスのとれたのとれたのとれたのとれた児童児童児童児童をををを家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域とのとのとのとの協働協働協働協働でででで育成育成育成育成していくしていくしていくしていく
１１１１あいさつのあいさつのあいさつのあいさつの励行励行励行励行 ２２２２早寝早寝早寝早寝，，，，早起早起早起早起きききき，，，，朝朝朝朝ごはんのごはんのごはんのごはんの励行励行励行励行 ３３３３家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習のののの習慣化習慣化習慣化習慣化
・登下校でのあいさつ ・睡眠 8時間以上 ・家庭学習時間の確保と内容
・ありがとう運動 ・登校前 1時間以上前の起床 の充実
・家庭内でのあいさつ ・快食と快便 ・朝のみそ汁 ・一人年間５０冊以上の読書

緊急時緊急時緊急時緊急時におけるにおけるにおけるにおける連絡方法連絡方法連絡方法連絡方法へのへのへのへの協力協力協力協力をををを 授業参観授業参観授業参観授業参観についてのおについてのおについてのおについてのお願願願願いいいい
本校では，緊急時における連絡方法として ・自家用車での来校はご遠慮願います。
メール配信をしております。 また，自家用車でのお迎えは子どもたち
後日，メールアドレスの登録方法について の下校時と重なり大変危険です。十分ご
のお知らせを配付いたしますので，ぜひ， 注意ください。
登録をお願いいたします。 ・廊下等での私語は慎んでください。
また，学級連絡網での連絡もつながるように， 教師も子どもたちも熱心に授業に取り組
前後の方には携帯番号を教え合うなど，連絡 んでいます。廊下は大変響きますので，
がスムーズにいくようご協力をお願いします。 お話をするのであれば，校舎外でお願い
停電等で連絡手段が使えない場合については， いたします。
あらためて緊急時の対応として提示いたしま ・学級懇談,学年懇談への参加をお願いします。
すので，確認していただければと思います。 学年･学級の様子を知る，保護者の同士が

知り合いになるいい機会です。


