
 

 

 

 

光あふれる春、希望ふくらむ春です  

校長 赤松弘一 

春は知らず知らず舞い降りてきます。ふと気づくと

私たちの周りには光が満ち、樹々は芽吹き、まるで命

が喜んでいるかのように輝き始めます。この素晴らし

い季節の中、10日の入学式では 1年生を迎え、いよいよ全校生がそろって二見北小

学校の平成 29年度の活動が始まります。保護者の皆さま、お子様のご入学、ご進級

おめでとうございます。今年度は８７名の 1年生を迎え、全校児童５５１名、２１

学級でのスタートです。子どもたちは新しいクラスでの出会いや、進級してからの

行事や学習を楽しみにしていると同時に、いろんな不安も抱えていることでしょう。

私たち教職員は、伸びていこうとする子どもたちの夢や希望を大切にし、また不安

を乗り越えていけるよう、そっと寄り添いながら日々見守ってまいります。 

子どもたちは１年間で心身ともに大きな成長を遂げてまいります。保護者の皆様

におかれましては、その過程において何かと心配なこともおありかと存じます。学

校とご家庭とで緊密に連絡を取り合いながら、子どもたちの成長と歩みを見守り、

健やかに育んで参りたいと思います。 

さて、私、このたびの異動によりまして、坪井校長先生の後任として校長に着任

しました赤松と申します。これまで二見中学校から二見西小学校と勤務し、そして

今度は二見北小と、二見の地域との縁がますます深まっていくことに大きな喜びを

感じております。伝統ある二見北小学校のこれまでの実践を踏まえつつ、地域の皆

様、保護者の皆様とともに、たくましく、そして素直な北っ子を育むために教職員

一同専念してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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平成２９（2017）年度職員組織 
        校長 赤松 弘一         教頭 金井 有一郎 

 １組 ２組 ３組 

１年 広岡佳代子  穴田  容子  倉成  文恵 

２年 大川  育造  平郡  邦恵  土田  登子  

３年 杉浦  敬人  竹重   昂  北良江利子  

４年 卜田  真範  内田  健登  後藤  梨絵  

５年 福本美由紀  内海  晴華  前田  和彦  

６年 大國  元久  山中  慎也  加古久見子  

 わかば学級   谷 純子・小松 紘子・加藤 美佳 

 

○音 楽 科： 井塲 文音  

○図 工 科： 郷田  直 

○養 護 教 諭： 山田 紀子 

○栄 養 教 諭：  徳留千賀子 

○新 学 習：  上木 里香・水野 髙敬 

○非常勤講師： 荒川 房子 
○事 務 職 員：  椿  千晴・平郡 綾子 ○特別支援指導員： 前田  妙・鍵山  淳子  
○用 務 員：  松葉瀬哲司・安藝 実香 ○介 助 員： 歯朶原由美・碓井  光代  

日 曜  

７ 金 着任式  始業式  ２～５年（１１：００下校）  ６年入学式準備（１３：００下校） 

１０ 月 入学式  ２～６年（１２：００下校） 

１１ 火 
給食開始（２～６年）  固定時間割開始（２～６年 ５校時授業）  身体測定（全学年）  

Fタイム（サークル）  1年（１２：００下校） 

１２ 水 
離任式  学級懇談会  PTA役員選出  

1年（１２：００下校） ２～６年（１３：２０下校） 

１３ 木 １年生を迎える会  内科健診（２・４・５年）  1年（１２：００下校） 

１４ 金 CRT学力検査（３～６年）  １年給食開始  １年（１２：４５下校）  子ども安全の日 

１７ 月 視力検査（６年）  １年（１３：３０下校） 

１８ 火 
視力検査（５年） 全国学力・学習状況調査（６年）  

代表委員会  １年（１３：３０下校） 

１９ 水 視力検査（４年）  家庭訪問（１３：４５下校） 

２０ 木 視力検査（３年） 

２１ 金 尿検査 

２４ 月 視力検査（２年） 

２５ 火 視力検査（１年） 

２６ 水 心臓一次検診（１年）  Fタイム（クラブ）  ６年校外学習 

２７ 木 尿追検査  内科健診（１・３・６年） 

２８ 金 ＰＴＡ総会(３校時)・授業参観(４校時) 

５月の主な

行事予定   

 １日：聴力検査（５年） ２日：聴力検査（４年） 地区別児童集会 一斉下校 

８日：芸術鑑賞会  ９日：聴力検査（３年） 代表委員会 

１０日：朝会 Ｆタイム（クラブ） 聴力検査（２年） １１日：眼科健診（全学年）  

１２日：聴力検査（１年） １５日：創立記念日  子ども安全の日 

１６日：尿再検査 Fタイム（サークル） ２７日：運動会 ２９日：運動会代休 

３０日：月曜時間割 弁当日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坪井  誠   … 
 
 
 

大西  京子  … 
 
 
 

木村  清美  … 
 
 
 

柳田  美聡  …  
 
 
 

高尾  了子  … 
 
 

植田  愛   … 
 

 
 

長谷川 夏葵  … 
 
 
 

繁竹  沙耶香 … 
 
 
 

澤井  啓子  … 
 

 

 三つの日本一を目指す北っ子のみなさん。これから
も、自分の心を開き、心を耕し、心を研いて、輝く人に
なってください。 
 
 目標に向かって、みなさんの心を一つにして取り組め
るすばらしい学校でした。共に過ごさせて頂き、幸せで
した。ありがとう！！ 
 
 楽しむとき、がんばるときとけじめをつけ、行事ごと
に成長を遂げる北っ子の姿は、これからもずっと忘れま
せん。ありがとう。北っ子！！ 
 
 一生懸命そうじする姿、ろう下を走らないように歩く
姿、笑顔の挨拶、どれも人への思いやりにつながってい
ます。大事にしてね。 
 
 事務室まで届く皆さんの大きな声に元気をもらった
四年間でした。北小で思い出をいっぱい作ってくださ
い。 
 
 みなさんの一生懸命な目を見て、心を感じる毎日が、
ワクワクして大好きでした。たくさんの思い出と、笑顔
をありがとう。 
 
 明るく元気な北っ子のみなさんが大好きです。たくさ
んの思い出をありがとう。笑顔を忘れず、これからもが
んばって下さい！ 
 
 仲間たちと協力し、様々なことに取り組んでいる姿は
輝いていて素敵でした。二見北での日々は宝物です。あ
りがとうございました。 
 
 北っ子のみなさんや二見北校区のたくさんの人たち
に支えられた五年間。楽しい思い出ばかりです。ありが
とうございました。 



 

 

校 長 赤松 弘一 先生… 

 

 

１ 年 倉成 文恵 先生… 

 

 

１ 年 穴田 容子 先生… 

 

 

２ 年 平郡 邦恵 先生… 

 

 

３ 年 北良江利子 先生…   

 

 

３ 年 竹重  昂  先生… 

 

 

４ 年 内田 健登 先生… 

 

 

５ 年 内海 晴華 先生… 

 

 

新学習 水野 髙敬 先生… 

 

 

事 務 椿  千晴 先生… 

 

 

事 務 平郡 綾子 先生… 

 

 

用務員 安藝 美香 先生… 

 広くて緑も多く、いろんな花が咲く二見北小学

校。みなさんと一緒に毎日いろんな発見ができる

かなと楽しみにしています。 

 これから二見北小学校のみなさんと一緒に、毎

日を一生懸命に過ごしていきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 二見北小学校のみなさんと共に、笑顔で学校生

活を送れるようにしたいです。気軽に声をかけて

下さいね。よろしくお願いします。 

二見北小学校のみなさん、はじめまして。笑顔

いっぱいの毎日を送れるようにがんばります。よ

ろしくお願いします。 

北っ子のみなさんはじめまして！はやくみな

さんと仲良くなりたいと思います。笑顔いっぱい

がんばります。よろしくお願いします。 

今年からこの小学校で一緒に過ごすことにな

りました竹重昂です。みんなで楽しい日々を創り

ましょう。顔を見かけたら声かけてね！ 

みなさんに会える日を楽しみにしていました。

新しい学校ですが、北っ子の元気に負けないよう

に先生もパワー全開で頑張ります。 

はじめまして。二見北小学校のみなさんと一緒

に、勉強したり遊んだり、話ができるのが楽しみ

です。よろしくお願いします。 

谷八木小学校から転勤してきました。二見北っ

子のみなさん、算数の勉強をいっしょにしましょ

う。よろしく。 

二見北小学校のみなさん、はじめまして。みな

さんが安心して学校生活を送れるよう、事務室か

ら応援しています。お願いします。 

二見北小学校のみなさんが楽しく安心して学

べる学習環境のためのお手伝いをさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

これから始まる生活の中で、どのような人に出

会い、どのような事があるのだろうと楽しみにし

ています。よろしくお願いします。 


