あずさっ子

令和４年度 梓川小学校だより
令和４年４月６日(水)
発行責任者 校長 田中 寛人

学校教育目標 「梓川の大地に根ざして 豊かに自立する子どもの育成」
あずさっ子 かしこく なかよく たくましく
《指導の重点》 自分から行動できるあずさっ子
①自分を高め、大切にする子ども （進んで学び体をきたえよう）
②人とのつながりを大切にする子ども （進んであいさつや返事をしよう）
③自ら気づいて働ける子ども （だまりそうじ・見つけそうじをしよう）

令和４(2022)年度スタートにあたって
４月に入り冷え込みの厳しい朝がありましたが、暖かで雪の少ない冬でした。桜の便りも３月下旬から北
上し、信州松本にも桜の便りが届きました。また、新型コロナウイルス感染予防のための対応をしつつのス
タートになります。今年度は、全校児童数７６１名（昨年度より６２名減）です。総学級数は３０です。２
２名の新任の先生方の紹介と、学級担任発表・全職員の紹介をします。

新しく本校に着任した先生方

横内 太登

新規採用

田中 寛人

飯田市立竜丘小学校より

大木 紀子

松本市立波田小学校より

油井 幸樹

総合教育センターより

青木 崇

松本市立安曇小学校より

森村 文昭

塩尻市立塩尻西小学校より

田村 功

松本市立芝沢小学校より

𠮷澤 紳嗣

新規採用

高野 紀代

松本市立芳川小学校より

髙山 之二

松本市立並柳小学校より

渡辺 隆

松本市立芳川小学校より

髙木 秀昭

安曇野市立穂高西小学校より

牛山 由起

市費支援員

麻和 正志

松本市立開明小学校より

深澤 薫

市費支援員

大澤 秀好

安曇野市立穂高北小学校より

若林 亜希子

市費支援員

高橋 歩

松本ろう学校より

渡 美江子

市費支援員(市立病院)

山守 弾

須坂市立高甫小学校より

マニュエラ内山

ＡＬＴ

帯刀 彩代

飯田市立下久堅小学校より

令和４年度職員組織（学級担任・専科・養護教諭・事務・支援員等）
校 長

田中博人 教 頭

千種周嗣、油井幸樹

養護教諭

竹内久枝、髙橋幸子

1 年 1 組 下里恵巳子 ２年１組 原 章子 ３年１組 岡村亜紀 ４年１組 野村 仁 ５年１組

栄養教諭

小畑恭子

加藤良知 ６年１組 守矢久美

２組 帯刀彩代

２組 齋藤恭子

２組 横内太登

２組 町田 都

２組

髙木秀昭

２組 沼尾浩輝

３組 瀧澤雅美

３組 窪田和哉

３組 山守 弾

３組 中山真樹

３組

大木紀子

３組 麻和正志

４組 小原妙子

４組 小須田涼太

４組 池上朱音

４組 江口友希

特別支援 青木 崇（あおぞら）、髙山之二（かがやき）、中村三都里（そよかぜ）、小嶋貴子（にじいろ）
高橋 歩（せせらぎ）大澤秀好（なのはな）、今井美保（ひまわり）、百瀬粒子（たんぽぽ）
少人数
専 科

桑山雅徳（理科）、金子初音（音楽）、佐藤恵理（家庭・音楽）

学習習慣形成 太田亜季
事 務

特別支援教育支援員 内田真澄、牛山由起、深澤 薫、若林亜希子、渡美江子

森村文昭、𠮷澤紳嗣、中條由貴

スクールサポートスタッフ

学級

赤羽寿美子

図書館司書 降旗和恵
初任研指導 渡辺 隆

施設管理 塩原 聡
通級指導教室 山口佳子

ALT

自立支援

田村 功
高野紀代
坂本朱里

マニュエラ内山

スクールカウンセラー

山﨑寿子

【お願い】
〇春になり、子どもたちも活動的になっています。学校でも十分に指導をしていますが、交通安全（道路の歩き方
等）や水路での遊びなど、心配な部分もあります。地域でも危険な様子を見かけたときは、ご指導ください。
〇登校時に車でお子さんを送ってくる際には、必ずポケットパーク駐車場内の安全な場所で降ろしてあげてくだ
さい。駐車場から学校へは２本の横断歩道を連続してわたることになります。どちらを渡るときにも必ず立ち止ま
り、安全確認を確実にしてから横断するようご家庭でもご指導ください。
〇体育館北側のスペースは、車椅子を使用する児童やケガ等でできるだけ校舎の近くまで送迎が必要な児童の
ために使用しています。非常時には体育館からの避難路にもなります。また、学校北側の道幅は狭く、歩行す
る児童の安全のためにも、こちらへの車の不要な駐車はご遠慮ください。
〇自動応答装置付き電話設置について
昨年度より、学校に自動応答装置付き電話を設置しています。前日夕方１８：３０から朝７：５０まで学校電話が自
動応答になります。留守録機能はついておりません。休日は、自動応答です。長期休業中や全職員が不在と
なるような会合日等は、夕方の時間設定が早まる場合がありますのでご承知ください。

6 日(水) １学期始業式 入学式
7 日(木) 登校指導 バス通児童会
５時間授業 ２年生以上給食開始
１年生下校 11:00 ２～６年生下校 15:00
8 日(金) 登校指導 5 時間授業
１年生下校 11:00 ２～６年生下校 15:00
12 日(火) １年生給食開始 1 年生下校 14:00
13 日(水) ４・６年身体・視力測定
14 日(木) 避難訓練
５年耳鼻科検診
15 日(金) ２年身体・視力・聴力測定
保護者懇談会① 全校下校 14:05
18 日(月) ５年身体・視力・聴力測定
保護者懇談会② 全校下校 14:05
19 日(火) 全国学力･学習状況調査
３年身体・視力・聴力測定
20 日(水) １年身体・視力・聴力測定
３～６年交通安全教室
児童会①
21 日(木) 保護者懇談会③ 全校下校 14:05
22 日(金) 保護者懇談会④ 全校下校 14:05
25 日(月) １年生を迎える会
学年・学級懇談会 （ＰＴＡ総会）
４時間授業 全校下校 14:05
26 日(火) 保護者懇談会⑤ 全校下校 14:05
27 日(水) ４年内科検診
町会子ども会
28 日(木) 保護者懇談会⑥ 全校下校 14:05

【長寿命化改良工事の実施について】
梓川小学校は建設から 50 年が経過し、施設の
老朽化が進んでいます。松本市では、学校施設
の老朽化対策として、長寿命化改良工事を計画
的に実施することとしており、梓川小学校にお
いては令和４年度から実施いたします。
工事は、期間が長期にわたり、仮設校舎を運用
しながら行う大規模なものとなります。その
間、子どもたちや保護者の皆様にはご不便・ご
迷惑をお掛けしますが、子どもたちのより良い
教育環境の整備のため、何卒ご理解いただきま
すよう、よろしくお願い申します。
[工事スケジュール]
R4.4 ～R4.8 仮設校舎建設（グラウンド北側）
R4.10～R5.9 第１期工事（①管理棟、②低学年棟）
R5.10～R6.9 第２期工事（③中校舎、④南校舎）
R6.10～R7.9 第３期工事（⑤特別教室棟、⑥多目的棟）
【新型コロナウイルス感染拡大防止について】
(1) 本年度におきましても、登校前の健康観察
をお願いします。また、児童及び同居家族
の体調が悪い際には登校を控えるように
お願いいたします。
(2) 万が一、児童及びご家族の方に陽性者が発
生した場合は、学校へ連絡をお願いしま
す。土日等の休日は必ず市役所宿日直（３
４－３０００）に連絡を入れていただき、
「陽性報告のため学校に連絡が取りたい」
旨を宿日直に伝えてください。
(3)新型コロナの感染状況によって、予定が変
更になったり、様々な対応が必要になった
りした場合は、メールでお知らせします。
メールの登録をお願いします。

子どもたちとの出会いを大切に、今年度も学校教育目標の具現化に努めて参り
たいと思います。本年も、本校の教育活動へのご理解、ご協力をよろしくお願
いいたします。

