
 

 

校 報 『神部っ子だより』 
ふるさと“神部”…誇り・名物・宝物・自慢がいっぱい！ 

 

 

平成 29 年４月７日 

たつの市立神部小学校  

発行：校長 寺村 雅守 No１ 
  響き合う心！ 「神部っ子太鼓」  

 

桜の咲き誇る今日のよき日、昨日の始業式に

続き、今年度の入学式が行われます。８６名の

新１年生を迎え、全校生４１５名で平成２９年

度神部小学校の爽やかなスタートの日です。 

昨日の始業式での集合する時の態度やしっかりと

先生方の話を聞く姿勢などに、キラっと輝く真剣なま

なざしや今年も頑張ろうとする姿や前向きな意欲に

感じました。良き伝統と校風を引き継ぎ、さらに素晴

らしい“ 誇れる ”学校をめざしましょう。 

会場に響きわたる「神部っ子太鼓」の勢いあ

ふれる拍子と音色。みんなの心を一つに、互い

に支え合って、ますます、活気にあふれ温かく

て、みんな仲のよい神部小学校になることを願

って、さらに今以上に響き続けます。 

♪♪ 笑顔あふれる神部っ子 ♪♪ 

＜校訓＞ 「元気よく 仲よく 力いっぱい」 

 

＜学校教育目標＞・・・・・・・・・・・・ 

・人権尊重の理念のもと「知・徳・体」の調和 

のとれた児童の育成 

・ふるさと“神部”に誇りと愛着を持ち、心豊

かで自立した児童の育成 

 

＜めざす児童像＞・・・・・・・・・・・・ 

 

よく学ぶ 神部っ子【知】 

仲のよい 神部っ子【徳】  自立する  神部っ子 

いつも元気な 神部っ子【体】 

 

 

 

＜ふるさと“神部” 誇り・名物・宝物・自慢がいっぱい！ ＞ 

・・・みんなで頑張ること・・・ 

「かん・べ・っこ・た・い・こ」 

 

かん ･･･ か 感謝の気持ちで   

「“ありがとうございます”の心」 

 べ  ･･･ べ ベストをつくし 

       「力いっぱい頑張るチャレンジ精神」 

 っこ ･･･ こ 心(こころ）一つに  響 

        「みんな仲よし、わくわくする学校」 

 た  ･･･ た 大切な命と時間 

        「自他の命を守り、時間を守る 

：集団生活のルール」 

 い   ･･･ い いっぱい「あいさつ」 

「温かい人間関係づくり」 

  こ   ･･･ こ 心(こころ）も元気 

「自尊感情・ふるさとへの誇り」 

 

 

 

【 これからの主な行事予定 】（抜粋） 

 

４月６日(木) ・・・着任式・始業式 

          PTA 投票用紙配布 

７日(金) ・・・入学式・PTA 選挙開票 

 １１日(火) ・・・地区児童会 

 １２日(水) ・・・給食開始・委員会活 

 １３日(木) ・・・家庭訪問① 

支援開級式・PTA 役員会 

 １４日(金) ・・・家庭訪問② 

 １７日(月) ・・・家庭訪問③・児童朝会 

 １８日(火) ・・・全国学力・学習状況調査 

PTA 本部・正副部長会 

 １９日(水) ・・・交通安全教室 

２２日・２３日・・リレーカーニバル 

２５日(火) ・・・毎月 25 日はノーゲーム・ノースマホデー 

 ２８日(金) ・・・参観日・PTA 総会 

5 月２７日(土)・・・H29 「運動会」 

※ Ｈ２９年度 年間行事計画(案)をＨＰに掲載しております。 



 

 平成２9 年度 神部小学校 職員一覧  心 ひとつに 精一杯がんばりますので、どうぞよろしくお願いします。 

＜学年・担任等＞ 

＜地区担任＞ 

所属担当 氏 名 所属担当 氏 名 所属担当 氏 名 

校  長 寺村 雅守 ６年１組 山本 一美 養護教諭 尾田奈津子 

教  頭 伊藤 忠司  ２組 中村志津子 栄養教諭 小池 未菜 

１年１組 赤松  稔 上田学級 上田つかさ 事務職員 青木真理子 

 ２組 井上 友里 大西学級 大西希巳代 特別支援教育支援員 吉武 智子 

  ３組 清久 愛可 土肥原学級 土肥原祥央 用 務 員 山下 由香 

２年１組 松田 崇志 通級教室 秋田 久美 給食調理員 内海 美佐 

 ２組 冨岡加納子 専  科 安藤あすか 給食調理員 上田  靜 

３年１組 出田  渉 専  科 山口 弥生 給食調理員 井川百合恵 

 ２組 岸本 紋芽 専  科 土屋 貴昭 給食調理員 土井由佳子 

４年１組 衣畑敬太郎 新学習システム 荒木美代子 給食調理員 前田 千晃 

  ２組 片岡 義勝 新学習システム 髙田 利恵 給食調理員 桝本 昌代 

５年１組 本家 正文 【１学期】新学習システム 藤井梨花子 給食調理員 森田 千鶴 

 ２組 山本江利子 拠点校指導 三木 博文 給食調理員 福井 理恵 

（4 月６日現在） 
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＜学校ホームページ(HP)等における画像使用承諾のお願い＞ 

本校では児童の活動の様子やその成果など学校ホームページ(以下、学校 HP)をはじめ、学校だより・PTA広報など

で、ご紹介いたしております。また、市広報や新聞など広く外部団体や各種メディアでも取り上げられる場合もござ

います。そこで、画像使用に際して、児童及び保護者の方々のプライバシーを十分配慮・保護しながら、より充実し

た情報発信を運用して参りたいと存じます。つきましては、学校外にも画像が出る学校 HPや外部の各種メディア(市

広報・新聞・TV 等)への画像使用の「別途様式」にて承諾をお願いしたく存じます。 

また、最近 SNS 等でのネットトラブルが増えています。学校行事等での各個人における「写真・動画」の撮影可( 授

業参観を除く ) 、ネット上への投稿・公開等はすべて不可といたしますので、ご了承願います。 


