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浅小自慢の枝垂れ桜や色とりどりの花々が優しく子どもたちを迎える中、あさなえの

学舎は、１８名の新しい教職員を迎え、児童７６４名・教職員５４名の新体制で、平成

２９年度をスタートさせました。

今年度の学校教育目標を、「主体的に人や社会や自然とかかわって、気づき、考え、

行動する子どもの育成」とし、下に掲げる「１５歳の浅江っ子像」をめざし、中学校と

もしっかりと手を携え、子どもたちの「学び」と「育ち」に積極的にかかわってまいり

ます。

昨日の始業式で、子どもたちには、本校のキャッチフレーズ「あかるく・さわやかに

・えがおで、そしてプラス“たのしく”何事にも挑戦しよう」という話をしました。皆、

新年度への大きな期待と希望を胸に、目を輝かせながら話を聞いていました。きっとす

ばらしい１年にしてくれることでしょう。

また、コミュニティ・スクールとして、充実期となる４年目を迎えますので、これま

での取組を深化・統合させながら、保護者の皆様・地域の皆様とともに、『地域ととも

にある学校づくり』をさらに進めてまいります。昨年度誕生したマスコットキャラクタ

ー「あさ Love」ちゃんをシンボルに、浅江っ子が生き生きと地域で活動できるよう工夫
してまいります。

終わりに、昨年度もご紹介しましたが、私の好きな言葉は、「一歩前に出て勝負」。現

状維持は後退の始まり。安易に現状に満足することなく、「子どもたちのためになる」

と信じることに情熱と勇気をもって挑戦する。そんな教職員集団でありたいと考えてい

ます。 （あさ Love）
皆様、本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

＜１５歳の浅江っ子像＞ ◎地域が大好きな子ども（郷土愛）

◎自分に自信がもてる子ども（自己肯定感）

◎人とつながり・ふれあう子ども（人間愛・絆）

転入教職員の紹介
１８名の者が浅江小学校に着任いたしました。伝統ある浅江小学校教育の推進のために、

全力を尽くす所存でございます。どうぞ、よろしくお願い致します。

教頭 河口 嘉彦 （光市立三井小学校から） 教諭 古田 知里 （光市立塩田小学校から）
ちさと

教頭 長廻 修 （下関教育委員会から） 教諭 岡村 拓哉
さこ

教諭 佐古さゆり （光市立光井小学校から） 教諭 西﨑茉莉亜
ま り あ

教諭 若月 和枝 （光市立三輪小学校から） 教諭 村田 寛 和
ひろかず

教諭 西山 夕子 （下松市立花岡小学校から） 教諭 林 佑美
ゆ み

教諭 岡本扶美子 （下関市立安岡小学校から） 教諭 小林 悦子 （光市立周防小学校から）
ふ み こ

教諭 鈴木 紗耶 （下関市立文関小学校から） 初任研 大久保敏昭（光市立周防小学校から）
さ や

教諭 中村 智博 （新 規 採 用） 光っ子 中原 智子（光市立室積中学校から）

教諭 縄田 藍 （新 規 採 用） 栄養教諭 土岐 成美（下松市立中学校給食センターから）
と き なるみ
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平成２９年度 時程について
月（委・クなし）

月（委・クあり） 水
水（特別時程）

火・木・金 短縮（４０分）

朝学習/朝の会 8：10～ 8：35 8：10 ～ 8：35 8：10～8：20

１校時 8：35～ 9：20 8：35 ～9：20 8：20 ～ 9：00
２校時 9：25～10：10 9：25 ～10：10 9：05 ～9：45
業間 10：10～10：30 10：10 ～10：30 9：45～10：00
３校時 10：30～11：15 10：30 ～11：15 10：05～10：45
４校時 11：20～12：05 11：20 ～12：05 10：50～11：30
給食 12：05～12：50 12：05 ～12：50 11：30～12：15
昼休み 12：50～13：35 12：50 ～13：35 12：15～13：00
清掃 13：35～13：50
５校時 13：55～14：40 13：40～14：25 13：05～13：45

帰りの会 帰りの会 帰りの会
14：40～14：55 14：25～14：40 13：45～14：00

６校時 14：45～15：30 15：00～15：45
帰りの会 15：30～15：45

下校 15：50 15：50 14：45 14：05

校 長 教 頭 事務長

よろしくお願いいたします。 酒井宏高 河口嘉彦 長廻 修 岡部裕子

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

★①白木由佳 ★①山本夕子 ①金子真由美 ★①原田裕美 ★①西村泰子 ①加藤 剛

②村田寛和 ②古田千里 ②川本明子 ②中村智博 ②縄田 藍 ②岡本扶美子

③德永裕子 ③西山夕子 ③西﨑茉莉亜 ③鈴木紗耶 ③岡村拓哉 ③田島裕衣

④青木彩華 ④中西真紀 ④一色美菜子 ④飯田麻衣 ④市川宏文 ★④佐古さゆり

★⑤相川勇人★は学年主任

特別支援学級
通 級

きく さくら ひまわり

村永理恵子 ★淺本公代 ★植田恵子 育 休青山 達
いたる

中本歩美 松本妙子 藤村香奈恵 高津和佳子

篠田希美
のぞみ

教 務 生徒指導 専科(少人数) 養護教諭 養護教諭 栄養教諭

平尾 寛 村上 享 若月和枝 池岡幸恵 宮本妙子 土岐成美
すすむ さちえ

主 査 事務主任 専 科 初任研担当 初任研後補充 図書指導員

津村淳子 東 桂子 林 佑美 大久保敏昭 山本隆己 萩原吏律
たか み

光っ子サポーター 学力向上 特別支援 吏員

山根真由美・矢田部早苗・芳岡美幸・中原智子 庄本雅子 小林悦子 岡田雅行



１２７名の新入学生が仲間入り！
本日１１日（火）の入学式で、市内外の幼稚園・

保育園から１２７名の新入生が入

学しました。登校班やたて割りそ

うじで、全学年で交流活動が始ま

ります。

５月１日に「１年生を迎える会」

があります。お楽しみに！

登校班で仲よく登校！

新１年生と一緒の登校班が始

まります。ぜひご家庭で、集合

時刻や集合場所の確認をお願い

します。学校到着時刻の目安は、

７時４５分から８時です。班長

さんの活躍を期待しています。

応援をお願いします。

浅江小学校児童数

（４月１０日現在）

全校で、７６４人、男子３９３人、

女子３７１人になります。

洋式トイレの位置

３棟　２階　女子トイレ　ポータブル
２棟　１階　女子トイレ　洋式
１棟　２階　女子トイレ　ポータブル
１棟　１階　男・女子トイレ　洋式
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浅江小学校校舎・教室配置図
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６年２組 ６年１組
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平成２９年度
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体育館
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１年４組 １年３組 ｗｃ

きく さくら① ｗｃ
さく
ら②



10 月 着任式 前期始業式 入学式準備

11 火 入学式 給食開始（２～５年） 委員会

12 水

13 木 地区児童会

14 金 身体測定（１～６年）

15 土

16 日

17 月 １年心電図 1年給食開始 委員会

18 火 全国・県学力調査

19 水 あいさつ・クリーンデー 避難訓練 視力６年

20 木 眼科検診 歯科検診

21 金 参観日・ＰＴＡ総会・学級懇談会 ☆ＣＳ保護者部会

22 土 （浅江中 参観日）

23 日 潮音寺山定例作業

24 月 家庭訪問① 視力５年 一斉下校

25 火 家庭訪問② 視力４年 一斉下校

26 水 家庭訪問③ 視力２年 一斉下校

27 木 家庭訪問④ 視力３年 一斉下校 内科３・５年

28 金 家庭訪問⑤ 視力１年 一斉下校

29 土 ☆昭和の日 黒磯遊び（おやじの会）

30 日

１ 月 全校朝会 １年生を迎える会 １７ 金 耳鼻科検診５・６年

２ 火 市教研（午前中授業）一斉下校 あいさつ・クリーンデー

３ 水 ☆憲法記念日 １８ 木 内科健診１・６年

４ 木 ☆みどりの日 １９ 金 耳鼻科検診１・４年

５ 金 ☆こどもの日 ★学校運営協議会

１１ 木 内科健診２・４年 ２６ 金 運動会準備

１３ 土 潮音寺山祭り準備 ２７ 土 浅江っ子大運動会

１４ 日 普賢祭り 潮音寺山祭り ２９ 月 振替休日

１６ 火 耳鼻科検診２・３年 演劇教室 ３０ 火 弁当の日

浅江小学校学校運営協議会を

”あさ LovEネット”と改称します。
地域と家庭、学校が協働して子ども達の学びや育ちを支援する活動を進めていき

ます。昨年度から２名の保護者の方に「ＣＳ保護者コーディネーター」をお願いし

て、さらにつながりを深めています。また、学校ボランティア（浅江小おやじの会、

図書ボランティア等）でのご支援もよろしくお願いします。


