
タ

畿

0進級

転出

木下 春雄 教頭先生 熱田区 高蔵小へ

佐藤 量子 先生 天白区 原小ヘ

馬場 琢也 先生 港区  大手小へ

丼東 和加子先生 名東区 貴船小ヘ

柘植 圭子 先生 天白区 植田東小へ

藤原 衣麻 先生 日進市 日進北小へ

吉田 優子 先生 天白区 しまだ小ヘ

学校事務職員 梶浦 岡」史 さん 名東区
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学校の今をお知らせします

名 古屋 市立西 山小学校

電言舌(052)701-5181
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お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。子 どもたちの元気な声 が校舎 に響 き、明る

い雰 囲気で平成 30年度の新学期を迎えることができました。今年度も、本校の校 訊|にもあるよう

に「仲よく。強 く。正しく。明るく」生活できる学校づくりをしてまいります。

子どもたちが健やかに成長していくように、そして、西 山小学校の教育活動が一層充実するよ

う全職員が一丸となって、日々の指導をいたします。本年度も、保護者の皆様、学区の皆様 の

ご理解 とご協力をお願いいたします。

先生 瑞穂区

先生 中区

先生 名東区

先生 北区

先生 千種区

陽明小ヘ

平和小ヘ

梅森坂小ヘ

大杉小学校ヘ

高見小学校ヘ

転入

教育委員会 生涯学習課より  河津 和正 教頭先生

緑区  熊の前小より 峯  康  先生  天白区 山根小より  小出 園子 先生

守山区 大森小より  大柿可奈子 先生  緑区  大高北小より 小宮 沙樹 先生

天白区 原小より   船戸 佳苗 先生  名東区 極楽小より  高嶋美智子 先生

新規採用として    伊藤 美佐 先生 (昭 和区 御器所小より)

神谷 世織 先生  北尾悠―郎 先生  岩丼 泉帆 先生

拠点校指導員 守山区 二城小より 勝田 信司 先生

学校事務職員 新規採用として   石田 雄大 さん (中 村区 御田中より)

職員異動のお知らせ



1年間、どうぞよろしくお願いします。

校  長

校務主任

養護教諭

教  諭

日本語指導

丼上善雄

神田竜史

鬼頭希美

都築康枝

諏訪 斎

落合美紀

1 年

教  頭 河津不□正 主幹教諭 松本みどり 教務主任 田村幸久

保健主事 安丼園美 学校事務脳員 村田圭基 石田雄大

船戸佳苗       栄養教諭 高橋美代子
｀

小林太― 村瀬江梨 北尾悠―郎 岩丼泉帆 高嶋美智子

永澤三千代 杉浦裕子

拠点校指導員 勝田信司 業 務 士 竹内竜太 新谷規子

3 年

4
1組

2組

3組

4組

5組

6組

大柿可奈子

原  裕子

浅丼 夏子

山下 智子

神谷 世織

大橋 明子

育児休暇 古田真美 小谷茉由子   療 養 中野麻紀 小田切洋介

お願い
子どもたちが安心して学校生活を送るために、以下のことをお願いいたします。

(1)校内に入る場合は、予め配布してある名札を着用してください。なお、名札の配布は年 1回で

す。

(2)校内には自動車。自転車を止めるスペースがありませんので、自動車。自転車での来校はおや

めください。特に、正門内は1年生を中心に多くの子どもが通ります。また、周辺道路の駐車・駐

輪は、近隣の方のご迷惑になります。
(3)トワイライトスクールヘの出入りはJヒ門となります。正門のインターホンからトワイライトスクールヘ

の連絡はできませんので、北門へお回りください。
(4)様々なアレルギー等をもつた子どもたちも通っています。芳香斉Jや柔軟剤、保護者の方の香水

の使用はできる限り控えていただきますようお願いいたします。

以上、様々なお願いをいたしますが、ご協力、よろしくお願いいたします。

1組 仲丼志津恵

2組 若子 純子

3組 桂川 亜美

4組 津田 知加

5組 木ノ下華奈子

6組 峯田 圭子

7組 丹羽 宏美

8組 竹内小百合

1組 小出 園子

2組 中浦加奈恵

3組 小宮 沙樹

4組 田近 夢子

5組 八木 美恵

6組 堤 麻衣子

7組 峯  康

1組 長山 美悪

2組 各務 桐子

3組 加藤 彩夏

4組 小林具由美

5組 宮原  宝

6組 伊藤 美佐

7組 牧野 英里

1組 野澤 裕樹

2組 足立 反香

3組 川出 祐樹

4組 伊藤真規子

5組 岡峙ほなみ

1組 田形 哲彦

2組 門田 明ス

3組 坂野 仁美

4組 原内かおり

5組 富田 英輔

6組 石田圭以輔

7組 松阪 道子
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若葉の緑が日にも鮮やかな季節になってまい りました。新 しい学級にも慣れ、友達 と学

習 した り、外で遊んだ りと、楽 しく学校生活を送る子 どもたちの姿を様々な場面で見掛け
ます。また、運動場や体育館では、各学年が運動会に向けた練習に取 り組み始め、大きな

声が響 くようにな りま した。安全に気を付けながら、全力で練習に取 り組み、i~4動会当日

に存分に力を発揮できるよう頑張ってほしい と思います。

薇鰊 習咆  鬱Ю拶ヽます
5月 中は、毎日のように運動会の練習があります。健康や安

全には十分気を付けて指導をしていきますが、ご家庭でも(「夜
更かしをしない」「朝ご飯をしっかりと食べる」等、健康に一日

を過ごすことができるよう、お声掛けをお願いいたします。
また、水分補給のためのお茶を多めに持たせてください。
なお、運動会当日、テレビ局が校舎 3階等から全体の様子を撮影するために来校

します。ご承知おきください。

幽小鱚鶴 吝薇埒麹慮
さて、今年度、西山小学校では、子どもたちにとって分かりやすい授業を目指し、

以下を学校努力点のテーマに設定し、全職員で指導にあたっていきます。

「できた」「わかった」と実感することができる授業づくり
― なかまなビジョンの学習過程を工夫して 一

学校生活の大半は授業です。その授業を通して、子どもたちが
「できたJ「わかつた」とぃぅ達成感や成就感を味わうことができ

れば、学校生活はより楽しくなるはずです。そこで、西山小学校で

は、名古屋市教育委員会が推進する『なかまなビジョン』を基に、
全職員で分かりやすい授業づくりを目指していきます。

『なかまなビジョン』とは、「なかまとの対話」「主体的なまなび」「授業に対する

ビジヨン」という3つの視点を重視した授業のことです。

具体的に西山小学校では、授業の初めに、「この問題を解決したい」「こんな力を
付けたい」といった子どもたちの問題意識を生み出すような工夫をしたり、学習し
た内容が一日で分かるような工夫をしたりしていきます。

学校努力点の取り組みにつきましては、今後、学校だよりや各学年の学年だより
にてお伝えしていく予定です。



楊屹鰺贔艤颯蟷鞣
| 「西山かわら版」では、子どもたちの様子を、一部ですが紹介していきたいと思い

|ます。
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244人 の 1年生が入学 しま した。

入学式では、校長先生から、「おはようございます」

「ありがとう」「 ごめんなさい」という、楽 しい学校生

活を送るための魔法の言葉を教えていただきま した。

こうした言葉を大切にして、先生や反達と楽 し<仲良<

【4月 6日 (金)入学式】 学校生活を送ってほしいと用います。
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も少 し緊張 した様子で したが、どの学級も、活発に学習

に取り組むことができました。

保護者の皆様も、ご来校ありがとうございま した。
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5年生が中津川野外学習に出掛けま した。

飯ごう炊さんやキャンプフアイヤー、箸づ<り、ペン

ダントづ<りなど、様々な活動に協力して取り組むこと

ができました。

中津川野外学習を通 して、 5年生の絆はぐつと強まり

中津川野外学習15年生)】 ました。
9む 馨‐7_ ヽ ‐ 守 9--3_ Qd鬱

"≦
轟 》―

―
=_ Qを 義 中 9も 醸 7_ ぃ く鬱 申

社に鯰璽の機瓢勿晰
西山小学校で給食を作つている 「大一食品」の社名が、 6月 末より「葉隠勇進」

に変更 とな ります。ご承知おきください。

【27日 (金)授業参観】

【5月 7日 1月 )～9日 (水 )


