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学校だより ２０１７年度
進んで学ぶ子 和気小学校
「わ」を大切にする子 ４月号
元気な子 NO,1

４月１日 和気町立和気小学校開校
～未来に向かって 創ろう新しい校風 つなごう新しい絆～
本日４月７日(金)に開校式，そして第１学期の始業式を行いました。子どもたちや教

職員の緊張感とこれから始まる和気小学校での生活への期待感が伝わってきました。和
気小学校の学校教育目標は「共に生き 共に学び 共に高まる」児童の
育成です。変化の激しい時代の中で，様々な人と共生して，生涯にわたっ
て学び続け，仲間を大切にして，仲間とともに心も体も成長してほしいと願
っています。これまで４校で大切にしてきた教育活動やその成果を１つの
パワーにまとめて，新たな歴史と伝統を築いていきたいと思います。全教
職員が全力を尽くして新しい学校づくりに挑戦していきます。保護者の皆さ
んや地域の皆さんには，本校教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願

新しい校章 いします。 (校 長)

校長 徳永博文 藤野小 養護 西中美里 日笠小
教頭 吉田典子 和気小 事務 戸國弘子 藤野小
専科 梶原正嗣 和気小 育休 酒井美咲(養護) 石生小

あおぞら 小田千賀子 本荘小 育休 西浦優希(事務) 和気小
ひまわり 岡野宏子 石生小 司書 小笠原淑江 和気・石生小兼務
１ A 小野三佳 藤野小 ＳＳ・専科 有吉真弓 藤野小
１ B 片上規夫 藤野小 ＳＳ 久次多喜子 藤野小
２ A 有道幸宏 石生小 ＳＳ 宇田賀晶代 和気小
３ A 神寳将志 和気中 ＳＳ 香山美香 石生小
３ B 藤原典子 藤野小 ＳＳ 片山典子 日笠小
４ A 津守松美 和気小 用務 早瀬美智子 日笠小
４ B 中矢雄貴 石生小 業務アシス 木和田 泉 藤野小
５ A 恒次純子 山田小 タント

５ B 藤原収一 和気小 ＳＣ 桑本 泉 ※ＳＳ スクールサポーター

６ A 石田原作 藤野小 ALT 未 定 ※ＳＣ スクールカウンセラー

６ B 太田千尋 藤野小
育休 濱﨑愛理 日笠小
育休 西上麻奈未 石生小

【 児童数 】 全校２１４名
学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ あおぞら ひまわり

A組 １９ ２４ １８ １８ １７ ２２ ４ １
B 組 １７ １８ １８ １７ ２１
合 計 ３６ ２４ ３６ ３６ ３４ ４３ ４ １
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お世話になりました。ますますのご活躍を！
年度末の人事異動で新和気小への異動以外で日笠小，藤野小，和気小，石生小から
転任された教職員の皆さん
【日笠小】
校長 石原玲子 →赤磐・仁美小へ 事務 大森里子→和気・本荘小へ

大谷芳子 →備前・日生西小へ 司書 吉川悠子→和気・佐伯中へ
森原 修 →瀬戸内・行幸小へ ＳＳ 上野幸子→備前・吉永小へ
高田知実 →和気・本荘小へ ＳＳ 河原敬子→和気・佐伯小へ
片山敬之→吉備中央・吉備高原のびのび小へ

【藤野小】
教頭 出井明和 →瀬戸内・国府小へ 養護 太田泰子 →和気・和気中へ

森 紫 →退職 用務 塩尻洋子 →和気・本荘小へ
南 惠介 →美咲・柵原西小へ
由村和香奈→津山・北陵中へ
藤井 健 →和気・本荘小へ

【和気小】
校長 末長光人 →赤磐・山陽北小へ 養護 藤本尚子 →退職

渡邊和輝 →赤磐・山陽小へ 事務 坪本初恵 →退職
小林玲子 →岡山・操南小へ 専科 黒田あけみ→退職
大崎 遥 →瀬戸内・邑久小へ ＳＳ 小嶋朋子 →退職
山下 萌 →退職 用務 岩藤恵子 →退職
野村文武 →赤磐・城南小へ

【石生小】
校長 上岡典子 →赤磐・石相小へ 事務 松村英子 →瀬戸内・裳掛小へ
教頭 太田 誠 →備前市・香登小へ(校長） 用務 中西明子 →和気共同調理場

藤原正道 →和気・本荘小へ
梶原慶子 →退職
有吉真理 →和気・本荘にこにこ園

本来なら，４月初旬に退任式を行い，子どもたちがお世話になった先生や職員の方との
お別れをするのですが，今年度は統廃合の関係で実施できません。よって，お世話になっ
た先生へのメッセージ，手紙などを届けたい希望の児童や保護者の方があれば学校へ持
って来てください。学校からご本人へお届けしたいと思います。

【学校だより】
スクールバス連絡先について 学校だよりの名称は「きずな」です。

◇４号車 スクールワゴン 子どもたち同士，子どもと教職員，そし
ふじタクシー 0869-92-1129 090-8992-4255 て教職員と保護者の方，地域の方。ま

た，保護者と保護者，地域の方同士が
◇５～１０号車 スクールバス 和気小学校をとおして豊かで強い絆で
和気観光 0869-92-1888 結ばれてほしいという願いを込めてい

ます。１年間の教育活動の様子を紹介
※裏面に行事予定表を掲載しています。 していきますので続けて読んでくだされ

ば幸いです。

心も体も元気で帰る 勉強も友だちも分かり合って帰る


