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［今月の目標］
（生活） あいさつをたくさんの人にしよう
（給食） 楽しい給食にしよう
（保健・安全） 自分の身体を知ろう

安全な登下校をしよう

平成２５年度 スタート！
平成２５年度の新学期がスタートしました。校庭の桜も光をいっぱい浴びて元気に葉を伸ば

し、一つ上の学年に進級した子どもたちを祝ってくれているようです。さて、学校では昨年度
末の人事異動で転出した職員にかわり、新たに転入してきた職員とともに新しい気分で、新学
期を迎える準備を進めてきました。春休みを終え、登校してきた子どもたちの表情には、新学
期に対する期待感がいっぱいでした。１１日の入学式ではかわいい新１年生を迎えます。

さて、本校の教育目標は、以下の通りです。

本校の教育目標 「 ふるさとを愛し 豊かな心で自ら実践する子どもの育成 」
めざす子どもの姿 「徳」明るく思いやりのある子

「体」心身ともにたくましい子
「知」自ら考え、進んで表現する子

このような子どもの育成をめざし、特に本年度は「基礎学力」と豊かな心が育つ「行動力」
を身に付けた子どもの育成を重点として教育活動を推進します。

具体的には、 「徳」：「思いやりの心・ふるさととの共生する力」
「体」：「体力の向上と基本的生活習慣」
「知」：「学力向上を図る問題解決的学び方」の育成をめざします。

全教職員が力を合わせて取組み、保護者や地域の方々の期待に応えるよう努力してまいりま
す。今後とも本校の教育にご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
★転出入した先生の紹介★

転出した先生 転入した先生

水越 浩教頭先生 大野城市立月の浦小 林 和人教頭先生 太宰府市立太宰府西小

富松 聡 先生 春日市立須玖小(教頭) 平島 広大 先生 新 規 採 用

鷲見 須美子先生 太宰府市立水城小 黒川 富美子 先生 筑紫野市立二日市小

南島 杉子 先生 大野城市立大野小 溝口 美佐子 先生 那珂川町立片縄小

下佐古 明美先生 筑紫野市立原田小 古賀 美恵子 先生 大野城市立大野東小

藤井 美貴子先生 筑紫野市立筑紫東小 池口 智子 先生 筑紫野市立二日市東小

飯田 幹枝 先生 大野城市立大野東小 門 由紀子 先生 春日市立日の出小
安武 春奈 先生 大野城市立大野北小 妹川 礼子 先生 大野城市立大野東小
酒井 沙知子先生 大野城市立大野東小 長谷 佐織 先生 (司書)春日市立春日南中
麻生 美紀 先生 春日市立春日南中 岩嶋 多恵 先生 (介助員)大野城市立大野中

戸渡 奈々子先生 ご 退 職

きらり通信（第５号）
新たに投函された右のカードを紹介いたし

ます。
これは大利公園で遊んでいた「3年生の福

田大翔（ひろと）くん」が､大利公園に忘れて
いたサッカーボールを､マンションまで届けて
くれた「親切な行動」を認めていただいた「３
－４木田 栞苑の母」さんからの「きらりカー
ド」です。ありがとうございました。

本年度も「きらりカード」の取組へのご理
解とご協力をよろしくお願いいたします。

大利っ子

平成２５年度 大利小学校職員
校長 石倉 一隆 教頭 林 和人 教務主任 大畑 圭子

１ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組 ５ 組
１年 ※第１学年担任は、入学式に発表します。
２年 黒木 光子 吉見 裕子 平島 広大 山崎 香代子 坂本 久世
３年 光吉 詠子 長渕 大樹 中島 惠美 池口 智子 黒川 富美子
４年 川本 フミ 溝口 美佐子 谷口 亜沙美 野口 圭
５年 佐々木 賢治 梅﨑 由美子 高口 直子 吉里 麻矢
６年 妹川 礼子 中川 真規子 蔵守 裕樹 篠村 利恵 橋本 博史

学習室 木浦 貴子 山崎 和正 (全体)西山暁美 (介助)大塚 文恵、岩嶋 多恵
指導方法工夫改善担当：古賀 美恵子
日本語指導担当：船越 明美 特別支援コーディネーター 山崎 和正
担外：山田 邦子、辻野 多恵子、上田 豊彦
養護教諭：石内 純子、谷岡 有香
事務：久光 裕美、甲斐田 佳奈 事務補：織田 珠麻
栄養教諭：尋木 宣子 学校司書：長谷 佐織
校務員：宮本 武春

４月行事予定
日 曜 行 事 日 曜 行 事
８ 月 離・赴任式､始業式 20 土
９ 火 ﾄﾞﾘﾙﾀｲﾑ､給食なし､視力･聴力6年 21 日
10 水 水木時制 給食開始､視力･聴力5年､入学式準備 22 月 朝読書､視聴力3年､ｸﾗﾌﾞ決め､家庭訪問(下大利123)
11 木 第４１回入学式 23 火 ﾄﾞﾘﾙﾀｲﾑ､視聴力3年､家庭訪問（下大利45）
12 金 特別時制 視力･聴力4年､学級懇談会 24 水 家庭訪問（上大利12）全国学力調査⑥
13 土 25 木 代表委員会
14 日 26 金 ﾄﾞﾘﾙﾀｲﾑ､家庭訪問(上大利345)
15 月 朝読書､視聴力1年 27 土 特別時制 参観・P総会､ふるさと協議会
16 火 ﾄﾞﾘﾙﾀｲﾑ､視聴力1年､体操服販売 28 日
17 水 水木時制 交通教室①④､視聴力2年､体操服販売 29 月 昭和の日
18 木 水木時制､1年給食開始､発育測定､委員会活動 30 火 振替休日（4/27分）
19 金 歓迎集会・遠足

【５月の主な行事予定】

１日（水）：家庭訪問（中央） 23日（木）：委員会活動
２日（木）：クラブ活動 25日（土）：運動会準備
７日（火）：一斉集団下校 26日（日）：第41回運動会
９日（木）：代表委員会 27日（月）：振替休日（5/25分）
10日（金）：全校朝会､愛校作業 28日（火）：振替休日（5/26分）
16日（木）：委員会活動 30日（木）：運動会予備日
17日（金）：キッズ集会 31日（金）：プール掃除

※５月1１日（土）はおやじの会主催の歓迎レクレーションを開催する予定です。

入学式､参観・懇談等
４月１１日（木）入学式 ６年生が出席します。２年～５年はお休みです。

※体育館の近くで遊ばないようにしましょう。
４月１２日（金）懇談会 １，２，３年（２，３年下校後）１４：１５～１５：００

４，５，６年（４～６年下校後）１５：０５～１５：５０
４月２７日（土）授業参観 ９：２０～１０：０５（各教室）

ＰＴＡ総会 １０：３０～１１：２５（体育館）

委員総会 １１：３０～１２：１５（体育館）

★ 大利っ子安心メールへの再登録
新年度で新しい学年・組になりました。そこで、安心メールの再登録が必要です。
入学式後の１２日（金）に案内文を配布し、１５日（月）にテストメールを配信する予定

です。登録をよろしくお願いします。
★ 古いバスタオルを、お子さんに持たせてください。

避難訓練の後、上靴を拭くのに使います。不要なものがありましたらご寄付ください。


