
吉田東小学校 平成３０年４月１６日 ① No1

学校だより
『 認めて、褒めて、励まして、信じて、待って、見届ける 』

平成３０年度のスタート
花壇の花が１３名の新入生を待っていたかのように咲き誇る中、全校生８４名による

新しい年度が始まりました。今年度、吉田東小３年目を校長として迎えます白石恵子で

す。昨年度に引き続き、よろしくお願いします。１０日の始業式の校長講話では、今年

の重点目標「挨拶・返事・靴そろえ」「家庭学習４か条」について話をしました。これは

児童ばかりでなく、我々教職員の指導重点でもあります。

今年度も全学級が新しい担任となり、フレッシュな気持ちでスタートします。下敷き

にはさむ『よい子のきまり』と『学習のきまり』は、今年度から3校（薬師寺小・吉田西

小・吉田東小）統一のものです。学力向上のために、朝読や自学の方法など、全職員で

共通理解を図り、子供たちの可能性を少しでも伸ばすために工夫をしていきたいと思い

ます。子供たちは進級の喜びにやる気を出し、はりきっています。教職員の合い言葉

『 認めて、褒めて、励まして、信じ

て、待って、見届ける』を今年度

も全教職員で心掛け、『生き

生き学び笑顔あふれる吉東

小』を目指していきます。

本年度も保護者や地域の皆

様に学校だよりを配付、また

は回覧させていただきます。

このたよりを通して、学校の 《後列左より》福田公仕、篠原養護教諭、海老澤教諭

様子を知っていただき、御家 （２年）、飯野教諭（６年）、新井非常勤講師、毛塚主

庭や地域でのコミュニケーシ 事、野口生活支援員、谷図書支援員、飯島新採指導

ョンや連携が増え、「地域と 教員

ともにある学校」づくりに御 《前列左より》山下教諭(３年)、髙橋教諭(４年)、

協力いただけるようお願いい 大谷教諭(教務主任)、白石校長、星野教頭、渡辺教

たします。 諭(特別支援学級)、鯉淵教諭(１年)、西元教諭(５年)

御入学おめでとうございます
１０日（火）入学式を行いました。

１３名の新入生は、多くの人たちの

温かい拍手で迎えられ、担任の先生

から一人ずつ名前を呼ばれると、元

気よく返事ができました。校長式辞

では、大切にしてほしい「３つの花」

をプレゼント。「ピンク」は「挨拶・

返事の花」、「青」は「話をよく聞く

花」、「黄色」は「早寝早起き朝ごはんの花」です。３つの花を咲かせて、学習や運動に取

り組むことを期待しています。この花は、２～６年生にも育ててほしい花でもあります。

学校だけでなく、御家庭や地域でも実践できるよう、声掛けや御協力をお願いします。

校庭の

サクラ

春爛漫



お兄さん・お姉さん よろしく！
１３日（金）は、体育館で「１年生を迎え

る会」を行いました。縦割り班の友達に自己

紹介をして、自己紹介カードを１年生にプレ

ゼント。その後は、「ドッジビー」のゲーム

や「吉東小クイズ」をして、上級生と一緒に

楽しいひとときを過ごしました。また、更生

保護女性会の皆様から、鈴と折り紙、２年生

からは「あさがおの種」のプレゼントもいた

だきました。 これから始まる６年間の小学

校生活。毎日元気で学校に来て、楽しい思い

出をたくさんつくっていきましょう。

お世話になりました
３／３０（金）に離任式が行われました。３月いっぱ

いで転退職された佐山宏章教頭先生、鶴田千陽養護教諭、

廣瀬礼子公仕、竹澤佳菜子支援員の４名が、吉田東小学

校での思い出を語ったり、子供たちの良いところを褒め

たりしてくださいました。

5年生の代表者がそれぞれの先生方にお礼の作文を読

み、花束を贈呈した後、大きな声で校歌を歌いました。

その後花のアーチを作って、ひと言ずつ言葉を交わしな

がら見送りました。子供たちは、笑顔や涙を浮かべながら先生方との別れを惜しんでいました。４名の先生方

には、本校のために一生懸命御尽力いただきました。ありがとうございました。

《佐山宏章教頭先生（石橋北小へ）、鶴田千陽先生（宇都宮市立新田小へ）、廣瀬礼子公仕（御退職）、

竹澤佳菜子支援員（御退職）》

新しい先生を紹介します
おおたに なおゆき しのはら かや いいじま さとこ

大谷 直之 教務主任 篠原 賀陽 養護教諭 飯島 智子 新採指導教員

（野木町佐川野小より） （新規採用） （南河内中学校より）

明るく素直な吉東小っ子に きれいなお花がたくさんある吉 私は、篠原養護教諭が新採のた

「学校大好き」と言ってもらえる 田小学校で、明るく元気いっぱい め、保健行事がある時は一緒に仕

ように頑張ります。保護者や地域 な子どもたちと過ごせることを嬉 事します。また、養護教諭が出張

の方々、どうぞよろしくお願いし しく思います。子どもたちが心身 の時は、保健室で皆さんのお世話

ます。 ともに健康で安心して学校生活が をします。元気で、楽しい学校生

送れるよう、保健の面から力を尽 活が送れるよう、頑張ります。よ

くしていきます。どうぞよろしく ろしくお願いいたします。

お願いします。

のぐち おりえ ふくだ

野口 織恵 生活支援員 福田 みつえ 公仕

（薬師寺小より） （新規採用）

今年度吉田東小で生活支援員 公仕として初めて吉田東小に来

をさせていただくことになりま ました。早く学校に慣れて、皆さ

した。子供たちが楽しく学校生 んと楽しく過ごせるようにがんば

活を送れるよう、お手伝いがで りたいと思います。よろしくお願

きればと思います。よろしくお いします。

願いします。



吉田東小学校 平成３０年４月１６日 ① No2

学校だより
『 認めて、褒めて、励まして、信じて、待って、見届ける 』

平成３０年度の学校教育目標や学校経営方針です。今年度から南河内中学校学区４校で「教育目標」

と「目指す子ども像」を統一しました。御理解と御協力をお願いします。

学 校 教 育 目 標

ふるさとを愛し、夢に向かって高め合える子を育む

・進んで学ぼう

・心をみがこう

・体をきたえよう

目 指 す 子 ど も 像 目 指 す 教 師 像

○ 自ら学んで互いに高め合える子 ○ 教育目標達成のため協働的に取り組む教師

○ 心豊かで助け合える子 ○ 全ての子供に温かい愛情を持つ教師

○ 健康でたくましい子 ○ 絶えず研修し共に高め合う教師

○ 明るく心豊かで信頼される教師

○ 地域とともにあり地域の良さを生かす教師

地域 目 指 す 学 校 像 家庭
☆早寝早起きしっかり

☆吉田の良さを子供たちに ☆ 児童教師共に生き生きと活動する学校 朝ごはん

☆「おはよう」 ☆ 学びにふさわしい環境の整った学校 ☆親子の読書家庭学習

「さようなら」の声掛け ☆ 安全安心で秩序のある学校 ☆毎日手伝い

☆ 切磋琢磨し教職員力を高める学校

☆ 尊敬され信頼される温かい学校

☆ 地域と連携し地域とともにある学校

児童の合言葉

教職員の合言葉
人の悪口言いません

認めて、褒めて、励まして、 わがままなことやりません

信じて、待って、見届ける。 学習しますこつこつと

みんな仲よくやりとげて

明るく元気東の子

今年のキーワード～Ｃhance Ｃhallenge Ｃreate チーム吉東（授業、職務の改善）～

(1)学びを保証する指導力の向上（学力向上） (3)挨拶・返事・靴そろえの習慣化

(2)学習習慣の確立（家庭との協力） (4)学級経営の充実(学業指導を基盤として)

今年度は特に、学力向上、学習習慣の確立（家庭との協力）、挨拶・返事・靴そ

ろえの習慣化、に力を入れていきます。家庭や地域との連携を密にして、御支援・御協力をいただきな
がら、８４名のお子様を１７名全教職員「チーム吉東」で指導、支援していきます。

沿 道 の

水仙

春 爛 漫



３／１１「三王山ふれあい公園オー

プニング式典」で本校児童が鼓笛隊の

演奏を行いました。寒い戸外での演奏

でしたが、心をひとつに堂々と披露で

きました。聴いてくだっさった方から、

「鼓笛隊の懐かしさに涙が出た。すば

らしい伝統ですね。」と感激の言葉を

いただきました。

新学年 はりきってスタート
新しい学年、教室、担任の先生に、８４名全員がきらきらと輝いて、とても元気なスタ

ートです。子供たちの作文を紹介します。

◎「お迎えの言葉」

今年もきれいな桜が咲く季節となりました。５名の先生方、ようこそ吉田東小にいらっ

しゃいました。ぼくたちはどんな先生がいらっしゃるのか、とても楽しみにしていました。

吉田東小について、紹介します。まず１つは、運動会です。運動会では、４年生以上が

心をひとつにして披露する鼓笛隊があります。５５年の伝統が今も引き継がれています。

ぜひ楽しみにしていてください。２つ目は、吉東小フェスティバルです。たくさんの講師

の方に教えていただき、楽しい体験活動をします。書道や英語など、学習に生かしていけ

ます。

今年お迎えした５名の先生方と、勉強に運動にがんばり、思い出をたくさんつくって卒

業したいと思います。どうぞよろしくお願いします。(６年 Ｔ・Ｍ)

◎「６年生でがんばりたいこと」

私が６年生でがんばりたいことは、２つあります。

１つ目は、返事や挨拶です。４年生や５年生の時に、声が小さいと注意されていました。

また、朝の挨拶も声が小さいなと思っていました。私は返事や挨拶がとても苦手なので、

６年生では下学年のお手本になるような返事と挨拶ができるようにがんばりたいと思いま

す。２つ目は、自主学習です。私は４年生から自主学習を始めましたが、なかなか期限内

に終わらせることができませんでした。また、計画を立てても、なかなかその計画どおり

に進めることができず、毎回残ってしまいました。だから、計画的に自主学習を進め、メ

ニューにのっている約２週間という期限を守ります。

私はこの２つのめあてを達成できるようがんばります。そして、卒業するときに、この

２つはもちろん、ほかのめあても達成できたらいいなと思います。（６年 Ｓ・Ｋ)

お知らせ：「吉田東小 学校だより」はホームページでカラー版を御覧いただけます。
学校行事や各学年の活動も随時配信していきます。御意見、御感想などありましたら
御連絡ください。

吉田東小 住所：下野市中川島７ 電話番号：０２８５－４８－５００７

吉田東小 ホームページ アドレス： http://school.shimotsuke.ed.jp
「下野市けやきネット」トップページで「吉田東小学校」を検索

※ ＱＲコードからもアクセスできます。

『ファミリエ下野市民運動』スローガン：当たり前のことを当たり前にやろう！

・親が子供に話しかけよう ・大好きを伝えよう ・あいさつをしよう

・親子で出かけよう ・学校の環境美化や行事を支援しよう


