学校だより
すべては 子どもたちの
「幸せ」のために
暖かな日差しや心地よい風、そして何よ
りも花々の彩りや木々の緑に、春の息吹を
感じられる季節となりました。
本日、１３５名の新入生を迎え、全校児童
８７３名で本太小学校、令和４年度がスタ
ートいたしました。昨年度 4 月の学校だよ
りに「すべては子どもたちのために」と綴っ
た記憶があります。今年は、本太小学校の子
どもたちがより健やかに、そして、一人ひと
りが幸せな毎日を過ごすことができるよう
に願いを込めて、
「幸せ」という言葉を加え
ました。私たち教職員に何ができるのか、そ
して保護者や地域の皆様とどのように手を
携えて歩んでいくのかを熟考しながら、教
育活動を行って参りたいと考えております。
学校の主役である子どもたちの輝く笑顔の
ために、そして、充実した学校生活のために、
教職員一同、心を込めて教育活動を推進し
てまいります。
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うにする」ことを意識しながら「心を込めて
聴く」ことの指導を重ねていきたいと考え
ております。
更に、将来にわたって必要となる「自分で
考え、判断し、行動する力」を育成していく
ことが大切だと考えております。たった一
度の大切な人生です。目標を見付けたり、岐
路で迷ったりしたときの答えは、自分で見
付つけるしかありません。人に言われて決
めたことでなく、自分で考え、判断してこそ
自分が納得する答えが見つかるのだと思う
のです。しかし、
「自分で考え、判断し、行
動する力」の育成はそんなに簡単ではあり
ません。そこで、まずは「決められたことを
進んで行う」指導を行ってまいります。
「決
められたこと（学習や生活のルール）」を大
人に言われて行動するのではなく、自ら考
え、実行できれば、自身の成功体験となり、
それが自信になります。この自信こそが、自
分で考え、判断し、行動する「主体性」の原
昨年度は、児童が他者との豊かな人間関
動力となります。これまで本校で実践して
係を築く基本として、
「心を込めて聴く」こ
きた「聴く」ことの指導を基にしながら、児
とを重視した指導に力を入れて参りました。 童が意欲的に考えたくなるような授業の工
それにより、意欲をもって相手の話に耳を
夫や自分で判断し、行動することの大切さ
傾けたり、相手の話を正確に理解しようと
を実感できる場の設定など、さらなる手立
努めたりする態度は少しずつ定着してきた
てを考え教育活動を推進してまいります。
ように思われます。
「聴く」態度は、話す側
と聴く側の双方向に尊敬の念をもっていな
「聴く態度」や「自ら考え、判断し、行動
ければ成立しませんし、
「聴く」ことで、人
する力」は、児童が豊かで幸せな人生を送る
とのかかわりがより豊かなものになってい
ために欠かすことのできないものだと思い
くのだと思います。今年度はこれまでに加
ます。教職員一同、今年度も心をひとつに、
え、
「相手の話に自分なりの考えをもつ」
「自
心をこめて、指導に取り組んで参ります。保
分の考えを相手に分かるように発表したり
護者、地域の皆様、変わらぬ御理解、御協力
書いたりして双方向の意見交流が出来るよ
の程、よろしくお願いいたします。
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☆教職員異動のお知らせ☆
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金 Ｂ３日課 始業式 生活朝会 大掃除 入学式
下校時刻
土
日
11:00
月 Ｂ４日課 安全点検日
Ａ４日課 学級の時間 給食開始 2～6 年生
11:40
火
身体計測６・４年生
水 １年生を迎える会（ＴＶ） 委員会活動 身体計測３年生 11:40
11:40
木 読書タイム 耳鼻科検診おおぞら・４・５・６年生
開校記念日 記念朝会 身体計測おおぞら・５年生
11:40
金
SC・SSW来校日
土
日
11:40
月 学級の時間 懇談会５・６年生 身体計測１・２年生
学級の時間 １年生給食開始 視力・聴力５年生
13:30
火
全国学力・学習状況調査６年生 SSW来校日
Ａ５日課 学級の時間 懇談会３・４年生・おおぞら
14:30
水
視力・聴力６年生 ＰＴＡ会計監査 教育相談日
14:30
木 読書タイム 懇談会１・２年生 耳鼻科検診１・２・３・年生
14:30
金 学級の時間 視力・聴力4年生 ＰＴＡ常任委員会
土 ノーメディアデー メディア（テレビ・ゲーム・インターネット）
の時間を減らし、家族との会話を楽しむ日
日
14:10
月 ＧM 視力・聴力２年生 一斉下校（５校時）
音楽朝会 視力・聴力・色覚おおぞら
14:30
火 眼科検診１・２年・おおぞら（１・２年）

尿検査1次配付全学年
ＧM 尿検査回収日 視力・聴力３－１・３－２
２７ 水
委員会活動 教育相談日 SSW来校日
Ａ５日課 読書タイム 視力・聴力３－３・３－４・３－５
２８ 木 離任式（５校時）※１年生のみ４時間授業給食後下校
ＰＴＡ新旧合同常任委員会
２９ 金 昭和の日
３０ 土

令和４年度

14:30
13:30

◇転出
教諭 清水 大貴
教諭 猿田 麻希
養護教諭 加藤美弥子
教諭 宍倉 鉄平
教諭 森 美佐子
教諭 渡部 徳人
栄養技師 熊谷美登里
調理担当 戸﨑 海英
◇転入・新採用
教諭 中川 裕介
教諭 河村 美穂
教諭 上田 和奏
養護教諭 前川ユミ子
初任者研修担当 森 眞理子
調理担当 橋野 直美
調理担当 河原 晃世
◇退職
教諭 上園智恵子
調理担当 山﨑 悦子

さいたま市立常盤北小学校へ
さいたま市立大宮南小学校へ
さいたま市立道祖土小学校へ
さいたま市立尾間木小学校へ
さいたま市立美園北小学校へ
さいたま市立南浦和小学校へ
さいたま市立春野小学校へ
さいたま市立常盤小学校へ
さいたま市立日進小学校より
さいたま市立土合小学校より
＜新採用＞
さいたま市立大谷場東小学校より
さいたま市立善前小学校より
さいたま市立善前小学校より
さいたま市立与野本町小学校より

調理担当 本直美津枝

欠席連絡の方法変更について
昨年度お手紙でお知らせいたしました
通り、欠席連絡の方法が、Microsoft
forms に変更となります。これまでの
安心メールアンケート機能による欠席
連絡ではなくなりますので、御注意く
ださい。QR コードを再掲載いたしま
すので、御活用ください。

教育相談日について
本校は、毎週水曜日が教育相談日となっており、担任
等との面談が可能です。御相談されたいこと等がある場
合は、ぜひ御利用ください。
なお、面談を希望される場合は、事前にお電話か連絡
帳にてお申込みください。
お ・盛田尚見養護教諭の苗字が、御結婚により「酒井」
し
に変わりました。
ら ・秋葉尚江教諭と内海友紀栄養教諭が、育児休業か
せ
ら復帰いたしました。

教職員一覧 「１年間よろしくお願いします。」

校長・藤澤美智子
教頭・坂口 裕範
教務主任・辻 あゆみ
１年１組・髙橋 智美 ２組・秋葉 尚江 ３組・佐藤 祐亮 ４組・金子 智江
２年１組・田島 清香 ２組・上田 和奏 ３組・小柳 里穂 ４組・石田 良樹
３年１組・上村
寧 ２組・髙木さやか ３組・小林
栞 ４組・原
友里 ５組・吉岡 玲子
４年１組・加藤 靖子 ２組・奥谷 颯太 ３組・矢部 瑞貴 ４組・皆川 純子
５年１組・松本 路彦 ２組・渡邉 愛和 ３組・河村 美穂 ４組・中川 裕介
６年１組・山口
愛 ２組・小田桐武蔵 ３組・髙𣘺瑞穂子 ４組・吉村 和仁
おおぞら１組(特支)・檜垣 禎江 ２組・小島 恵子 ３組・伊藤 美果
音楽・松尾 優衣 理科・鈴木 悠平 少人数等・井上 智仁、山川 敦子、小林 友紀、芹澤 純子
養護教諭・酒井 尚見、前川ユミ子 栄養教諭・内海 友紀 事務・阿部美沙希、中山 千晴
校務・相原 恵子、菅原とし子
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・高浪 恵介
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ・印南 愛子
初任者指導・森 眞理子
図書館司書・神保 佳澄
学校地域連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・野口 英世
調理・鳴島由美子、橋野 直美、佐々木 梢、勝山 利恵、関
環、渡邉 文子、河原 晃世
スクールアシスタント・後藤マス江、永沼 砂織、根本 弥生、鈴木巳貴子
Ｇ・Ｓ・大野 直子、寶
淳子
ＡＬＴ・メリー・ジェーン・アマンテ・ソニド
用務・一安 義之
警備員・白濱 祥一
育休・梶山 奈々絵
海外日本人学校・養田 光貴

