海老沼 小だよ り
～かしこく
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やさしく たくましく生き抜く子
笑顔と歌声あふれる学校～

さいたま市立海老沼小学校

平成３０年度も一層の教育活動の充実を目指します
校

長

森

裕

子

一足飛びに初夏になったと思わせる陽気の中、新年度が始まりました。残念ながら桜の花は
すっかり散ってしまいましたが、満開の桜に負けない子ども達の明るい笑顔と元気な挨拶でい
っぱいのスタートになりました。
本校２年目となります私、校長の森 裕子は、昨年度本当にすばらしい学校に着任させてい
ただいたと感動と感謝の毎日でしたが、今年度はさらに子ども達のために、子ども達、保護者、
地域の皆様、そしてチーム海老沼の教職員とともに、さらなる教育活動の充実に取り組んでい
く所存ですので、引き続きご支援の程よろしくお願い申し上げます。では、年度の初めにあた
り、学校経営方針について少し述べさせていただきます。まず、学校教育目標ですが、本年度
も引き続き、
「かしこく やさしく たくましく」とし、その具現化に向けて取り組んで参りま
す。そして、学校教育目標はそのままに、本校のよさを表すスローガンとして「かしこく や
さしく たくましく 生き抜く子 笑顔と歌声あふれる学校」という表現を加えます。
（実は昨
年度、学校だよりに途中から入れていました。）子ども達の礼儀正しさ、他者を認め思いやり協
力する態度、何事にも主体的に取り組むエネルギーなどなど、また、日々の学校生活が平和で
人権が守られていることなどを象徴的に表しているのが「笑顔」と「歌声」だと捉えています。
海老沼の子ども達が今年度も、安全安心のうちに元気に学校へ通い、自分を伸ばし、様々な経
験をして幸福な思いをたくさん味わっていきますように、と心より願っています。次に教職員
ですが、保護者、地域の方々の信頼を決して損なうことのないように率先垂範の姿勢で、人と
しても教師としても資質の向上を図り、日々研鑽に励みながら教育のプロとして子ども達のた
めにゆたかな教育指導ができる教師集団を目指します。そして、保護者の方々が安心して子ど
もを通わせられ、地域の方々に慕われ大事にされる学校、子ども達の明るい笑顔と美しい歌声
が響き合う学校づくりを目指して参ります。平成３０年度も輝く毎日になりそうで、とても楽
しみにしています。
さて、本日は午後からの入学式にて、１１６名の新入生を迎えました。保護者の皆様、入学
おめでとうございます。ようこそ海老沼小へ！在校生も職員も、皆さんの入学を心より歓迎い
たします。海老沼小はとてもいい学校です。１年生もす
新６年生、はりきって１年生の教室整備
ぐに慣れて、いろんなことがどんどんできるようになり
をやってくれました！
ます。海老沼小の大きな特色の一つに縦割りの活動が充
実しているということがあります。上級生が下級生の面倒
をみたり、一緒に遊んだり活動したり、ということが日常
ごく自然に行われていきます。１年生は、安心して楽しい
学校生活を送れることになると思います。保護者の皆様に
おかれましては、何かと気になること、ご心配なことがあ
るかと思いますが、担任をはじめ学校とよく連絡を取り合
い、子ども達の状況について一緒によくみて、考えて参り
たいと思います。何かありましたら、どうぞ遠慮せずご連
絡ください。
最後に、本年度１１名の職員が異動となりました。海老沼小在職中は、大変お世話になりま
した。そして新たに１１名の職員を迎え、総勢４６名となりました。教職員も“笑顔とハーモ
ニー”を心掛け、一致団結して学校運営にあたります。どうぞよろしくお願いいたします。

＜平成３０年度
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笑顔と歌声は子ども達の心の表れ、よりよく生きる子ども達に

【指導目標】
【スローガン】
かしこく やさしく たくましく生き抜く子の
かしこく やさしく たくましく生き抜
育成 笑顔と歌声あふれる学校づ
く子
くり
笑顔と歌声あふれる学校
【めざす児童像】
【めざす学校像】
主体的に考え、喜びをもって行動し、
保護者・地域に信頼され、子ども達が安
礼儀や思いやりの心で仲間を大切にする
全・安心に感動や喜びを味わって生活す
児童
る学校
【めざす教師像】
ゆたかな人間性と教師力で、子ども達とともに子ども達のために教育指導ができる教師
～１年間よろしくお願いします。子ども達のためにがんばります。～
校 長 森 裕子
教 頭 松橋 響
教務主任 石井 裕二
【学級担任】
＜1 組＞
＜２ 組＞
＜３ 組＞
＜４ 組＞
第 １ 学 年・・・濱﨑 貴代
塚田
萌
山北 美幸
内田 順也
第 ２ 学 年・・・辻
泰子
田中友理恵
大森 孝紀
平成３０年度在籍児童数
第 ３ 学 年・・・吉﨑 夕華
佐藤 哲哉
太田 容子
学 年
人 数 （名）
第 ４ 学 年・・・用階 英樹
吉田 諒太
廣川美保子
１ 年
１１６
第 ５ 学 年・・・池上 一男
関口 丈樹
小坂井祐子
２ 年
１０６
第 ６ 学 年・・・菊池 健一
遠藤 和代
杉原 悠介
３ 年
１０６
なかよし学級・・・菅野 綾香
佐藤
望
４ 年
１０２
【本 部】
５ 年
１１０
音楽専科…水本 敦子 GS 専科…笠 潤子
６ 年
１０３
少人数指導…川崎 良雄、山下 正晃、宇野 里美
合 計
６４３
養護教諭…城川 典子 事務主幹…岩井 史彦
栄養技師…武田 亜規子 初任者指導…遊馬 嘉久 校務…小野 千春、大胡 昭彦
学校地域連携コーディネーター…神田 歌織 学校図書館司書…石田 洋子
スクールアシスタント…荒蒔 久子、柿澤 美恵子、沼尻 匡司、榎本 智子
スクールカウンセラー…軣木 幸恵 スクールソーシャルワーカー…藤井 三紀
さわやか相談員…桐生 純子 ALT…ユガル・ベン・タチバナ 警備員…斉藤 文孝
【転入・新採用】～よろしくおねがいします。～
教頭 松橋 響（蓮沼小より） 教諭 太田 容子（春野小より）
教諭 宇野 里美（大東小より）教諭 田中友里恵（新採用） 教諭 吉田 諒太（新採用）
教諭 川﨑 良雄（指扇北小より）教諭 山下 正晃（大砂土小より）
教諭 笠 潤子（西原小より）
初任者指導 遊馬 嘉久（七里小より）
ALT ユガル・ベン・タチバナ
スクールソーシャルワーカー 藤井 三紀
【転出】 ～海老沼小のためにありがとうございました。～
教頭 川島 延夫（鈴谷小教頭へ）教諭 永井 秀司（大宮別所小教諭へ）
教諭 川崎 幸央（植水小教諭へ）教諭 辻本絵里奈（大宮西小教諭へ）
教諭 小林 良子（大谷場東小教諭へ） ＧＳ講師 星野 節（柏崎小ＧＳ講師へ）
スクールアシスタント 高橋美代子（大宮別所小スクールアシスタントへ）
ALT モリー・スズキ（春野小、善前小 ALT へ）初任者指導 大崎 弘（島小初任者指導へ）
初任者指導 沖田 美恵（城北小へ） スクールソーシャルワーカー 荒川 望実
【産休】 諏訪 真弓

