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文責：教頭 國廣

平成29年度 志免西小学校の教育目標
「調和のとれた豊かな心をもち、成長の喜びを分かち合う子どもの育成」

平成29年度 めざす子ども像

「自他の夢･目標･願いを大切にし、よりよい学びや生き方を創り出す子どもの育成」

学校長、始業式でのお話
平成２９年度の新学期が始まりました。皆さんは、今日から学年が一つ上がりました。進級、おめでとうご

ざいます。皆さんは、今朝、新しい気持ちでわくわくしながら学校に来たことと思います。先生方も今日のた
めに春休み中、朝から夜遅くまでたくさんの準備をしてきました。どの先生方も皆さんに負けないぐらい張り
切って今日の日を迎えました。
さて、平成２９年度の始まりにあたって、校長先生から皆さんにお願いがあります。毎年しているお願いで

す。校長先生は、皆さんに「ＡＫＢ」になってほしいと思っています。
「ＡＫＢ」の「Ａ」は、挨拶です。先生方やお客様より先に、大きな声で挨拶しましょう。また、友達同士で
も大きな声で挨拶しましょう。挨拶には、色々ありますね。「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」
が学校でする挨拶の代表ですが、この挨拶を先生方、お客様、お友達にしてください。挨拶に関しては、志免
西小学校にはとてもよい伝統があります。それは、廊下や階段ですれ違うときに、先生方に対して大きな声で
挨拶をするという伝統です。これはとてもよいことですので、本年度も頑張ってください。
次は、「Ｋ」です。「Ｋ」は、「言葉遣い」の「Ｋ」です。先生や大人と話をするときは、丁寧な言葉遣い、敬

語でお話をしましょう。先生や大人と友達言葉で話をしている人を見ると、とても幼稚に感じます。言葉遣い
でその人の印象が決まります。丁寧な言葉、敬語でお話ができるようになりましょう。
最後の「Ｂ」は、二つあります。一つは「勉強」の「Ｂ」です。授業中は、先生や友達の話を集中して頭を

働かせながら聴きましょう。そして、自分の考えをもつようにしましょう。家での勉強については、志免町で
は、学年ごとに勉強時間が決まっています。自分の新しい学年の勉強時間を知っていますか。２年生は３０分、
３年生は４０分、４年生は５０分、５年生は６０分、６年生は７０分です。この時間は、家で机や決まった場
所で勉強するようにしましょう。もう一つの「Ｂ」の意味は何でしたでしょうか。これは英語でしたね。「Ｂ」
は「ＢＯＯＫ」の「Ｂ」です。昨年度の図書館の一人平均貸出冊数は、７２冊でした。目標の７０冊を２年間
掛けて超えることができました。今年度は、７５冊を目標とします。

離任職員の紹介
本年度、志免西小学校から退職、他の学校等

へ異動した職員です。

青柳 敏恵 （定年退職）

脇元 浩美 （早期退職）

井手 淳子 （篠栗小へ）

平岩 幸 （桜原小へ）

冨安 綾 （粕屋西小へ）

花森 理恵 （勢門小へ）

竹下 梓 （原田小へ）

冨永 拓真 （筑紫野市立筑紫東小へ）

松井 尚子 （志免南小へ）

田中 真理 （仲原小へ）

宮原 源門 （新宮北小へ）

西 陽子 （飯塚市立上穂波小へ）

越智 義則 （退職）

佐々木 悠 （退職）

椿 美香 （志免南小へ）

長井めぐみ （福岡市立照葉小へ）

赴任職員の紹介
本年度、他の学校等から志免西小学校に異動し

て来た職員です。

髙山 久美子（久原小より）

岡部 美津子（志免南小より）

今長谷 美恵（宇美小より）

堀 剛 （井野小より）

桑野 桃香 （山田小より）

津留 智美 （筑前町立三輪小より）

中次 小百合（井野小より）

山下 康子 （福岡教育大学大学院より）

瀬戸 弘美 （桜原小より）

中島 裕詞 （志免中央小より）

山口 温子 （志免東小より）

鼻岡 美里 （アクシオン福岡より）

山下 歩 （那珂川町立南畑小より）

長澤 栄里奈（新規採用）

比嘉 春菜 （沖縄県より）

黒瀬 雅代 （志免南小より）

大庭 瞳 （嘉麻市立碓井中学校より）



志免西小学校の取れたて新鮮な情報を、ホームページで公開しています。
◇「志免西」で検索してください。

保護者の皆様へお願い ～遅刻や欠席の連絡について～
毎朝8:20、各担任が教室で出席の確認をします。その時点で教室にいない子どもについては、欠

席等の連絡が入っていないかインターホンで職員室に確認をします。職員室では保護者からの連絡が
入っていないか確認をし、連絡が入っている場合はその旨を担任に伝え、連絡が入っていない場合は
すぐに数人で手分けして、児童の自宅や保護者の携帯に確認の連絡をしなければならなくなります。
それは、登校途中で事故や事件に巻き込まれている可能性が考えられるからです。（通院等の移動中
であるために電話ができなかったり、うっかり連絡を忘れていたりする場合もあるとは思いますが。）
朝の授業開始をスムーズにするために、遅刻・欠席の連絡は必ず8:20までに「９３５－００５９」

に入れていただきますよう御協力をお願いいたします。

５月の行事予定
日 校 内 行 事
1 月 4/29振替休日
3 水憲法記念日
4 木みどりの日
5 金 こどもの日
9 火委員会活動
10 水安全の日②(西っ子守る会総会・紹介式）
11 木運動会係活動①
12 金全校朝会 JRC更新式 代表委員会
15 月全体練習①
17 水運動会係活動②
19 金全体練習②
22 月運動会係活動③
24 水運動会係活動④（リハーサル）
26 金運動会準備(13:15～14:45）
27 土春季大運動会
29 月運動会の振替休日

平成２９年度 志免西小学校のスタッフです！
校 長 城戸 俊也 ２年１組 有田 夏樹 ６年３組 津留﨑由里子
教 頭 國廣 修 ２年２組 山下 康子 ６年４組 福元 隆史
教 頭 藤本 昭義 ２年３組 東 美津子 ６年５組 清水 沙織
主幹教諭 西村 ひろみ ２年４組 今長谷美恵 初任者指導 薮田 ゆかり
さくらんぼ１ 馬渡 恵子 ２年５組 加藤可奈子 少人数指導 矢野 賢太
さくらんぼ２ 中島 裕詞 ２年６組 冨山 千尋 少人数指導 樋口 侑菜
さくらんぼ３ 松本 文明 ３年１組 崩口 正博 通級指導 髙山 久美子
さくらんぼ４ 四元 孝征 ３年２組 鼻岡 美里 通級指導 安永 涼子
さくらんぼ５ 小南 久代 ３年３組 井川 温子 通級指導 山口 温子
さくらんぼ６ 青柳 郁美 ３年４組 小林 愛華 初任研補助 中野 浩路
さくらんぼ７ 半仁田勝也 ３年５組 山下 歩 初任研補助 草場 秀一
さくらんぼ８ 小松 明子崩口 ３年６組 永仮 咲季 担任補助 池田 信一
さくらんぼ補助 稲垣 江美香永 ４年１組 古田 敦子 担任補助 宮﨑 裕子
さくらんぼ補助 井上 千鶴 ４年２組 池田 孝高 少人数補助 黒瀬 雅代
さくらんぼ補助 比嘉 春菜 ４年３組 佐伯 幾子 学習支援 福永 美紀
さくらんぼ補助 大庭 瞳 ４年４組 谷川 英樹 養 護 大口 加那子
１年１組 ４年５組 長 紗和子 養 護 中村 美稀
１年２組 ５年１組 調所 暁子 県費事務 中次 小百合
１年３組 ５年２組 山下 裕暉 県費事務 甲斐田佳奈
１年４組 ５年３組 瀬戸 弘美 栄養教諭 津留 智美
１年５組 ５年４組 金光 涼子 図書司書 木村 弥生
１年６組 ６年１組 佐藤 千晶 町 事 務 長澤 栄里奈
１年７組 ６年２組 奥 悠香 学級補助員 黒田 英里香

用 務 員 山崎 哲行

４月の行事予定
日 曜日 校 内 行 事
6 木 離任式、赴任式・始業式 11:50下校
7 金 通常時制 11:50下校
10 月 給食開始 ＰＴＡ委員決め(１９：３０～）
11 火 大掃除(4校時） 入学式準備 志免中入学式

12 水 入学式（２～５年はお休み）
13 木 生活の日 委員会①
14 金 お迎え集会・遠足
18 火 1年給食開始 学力・学習状況調査6年
19 水 安全の日 部友会
20 木 家庭訪問①（１４：００～１６：５０）

交通安全教室（１・４年）
21 金 家庭訪問②（１４：００～１６：５０）
24 月 家庭訪問③（１４：００～１６：５０）
25 火 家庭訪問④（１４：００～１６：５０）
26 水 家庭訪問⑤（１４：００～１６：５０）
27 木 家庭訪問⑥（１４：００～１６：５０）
28 金 全校朝会
29 土 学習参観・PTA総会(１１：５０下校)

５/１（月）振替休日

１年生の担任に

ついては、入学式

で発表いたしま

す。お楽しみに！


