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平成2９年度スタート！
東小学校の２９年度が始まりました。本年度は６０名の新入学児童を

迎え、全校児童数４３８名（本校４３３名、青い鳥分教室５名）、教職員数
３９名（本校３４名、青い鳥分教室５名）でのスタートとなりました。
昨年同様、保護者の皆様には学校行事やＰＴＡ行事等、様々な場面で

のご支援・ご協力をいただきたく、よろしくお願い申しあげます。学校と家
庭と地域が連携を深め、「笑顔とありがとうのあふれる学校」を目指して、
大東小の子どもたちをしっかり育んでいきたいと思います。

平成2９年度大間々東小学校の教育

笑顔とありがとうのあふれる学校

○ 一人一人(児童・教師）が自分の力を発揮できる教育
○ 全ての児童を全職員で教え育てる指導

めざす学校像 学校教育目標 めざす教師像
《基本目標》

○児童にとっては、生き生 確かな学力を身に付け ○児童の人格を尊重し、
きと楽しく学べる学校 豊かな心情とたくましい意志をもった よさをみつけ生かす教師
○職員にとっては、やりが 心身ともに健康な児童を育てる ○絶えず研鑽し児童ととも
い・働きがいのある学校 《めざす児童像》 に変容する教師
○保護者・地域にとっては、 明るく、思いやりのある子 ○児童・保護者・地域に
安心して子どもを託せる よく見、よく聞き、よく考える子 信頼される教師
学校 がまん強く、最後までやりぬく子

明るく、思いやりのある子 よく見、よく聞き、よく考える子
がまん強く、

最後までやりぬく子

①いじめや仲間はずれを「しない ①基礎的な知識・技能を身に付けた子 ①進んで運動したり、仲良く遊
ゆるさない」子 ②考えたこと、思ったことを表現できる子 んだりと、心身ともに健康な子
②自ら進んであいさつをする子 ③相手の伝えたいことを聞き取り、自分 ②約束や規則を守って行動する子
③自分のよさ、友達のよさを認め、 の考えを広げたり、深めたりできる子 ③委員会活動や係活動など責任を
思いやりをもって行動する子 ④学習ルールを身に付け、授業に意欲 もって工夫しながら取り組む子
④奉仕の心、感謝の心をもって行 的に取り組める子 ④目標に向かって、粘り強く取
動する子 ⑤家庭学習の習慣を身に付け、自ら学ぶ子 り組み、自分で解決する子

⑥興味や関心をもって自ら読書に親しむ子 ⑤規則正しい生活をする子

○し っかり（誠実） ○ま っすぐ（素直） ○だ れにでも（謙虚）

○ひ ろい心で（思いやり） ○ろ まんをもって（夢） ○み んな輝く（笑顔）大東小



お世話になりました よろしくお願いします
【退職・転出した教職員】 【転入した教職員】
○教 頭 荻原 祥匡 前橋市立大胡小学校へ ○教 頭 工藤 靖 大間々東中学校より
○教 諭 船戸 純子 大間々北小学校へ ○教 諭 宿原由美子 笠懸小学校より
○教 諭 小室 綾子 大間々北小学校へ ○教 諭 佐谷戸 恵 新規採用
○教 諭 川村 滋子 中央児童相談所へ ○教 諭 山洞 紀弐 福岡中央小学校より
○教 諭 栗原 恵 あずま小学校へ ○事務長代理 大塚 聖子 伊・境剛志小学校より
○教 諭 善如寺 惇 安中市立第一中学校へ ○教 諭 杉戸 政仁 福岡中央小学校より
○事務主任 新居 知恵 桐生市立梅田中学校へ ○学力向上 原田 瞭 笠懸東小学校より
○教 諭 黒岩 一美 笠懸東小学校へ ○きめ細か 横田 姫花 新規任用
○教 諭 濱中 彩 大間々南小学校へ ○教育支援員 石原 浩子 笠懸南中学校より
○学力向上 藤原 詩野 笠懸北小学校へ ○教育支援員 松村 朋子 新規任用
○学力向上 今泉 秀 笠懸南中学校へ ○教育支援員 宮﨑 恵 新規任用
○教育支援員 和田 範子 退職 ○図書司書補助員 神山 沙織 新規任用
○教育支援員 山本 晃代 退職
○教育支援員 金子 恵美 退職
○教育支援員 齋藤美知代 退職
○図書司書補助員 米川 留美 退職
○用務員 岩﨑 謙一 退職

平成２9年度 大間々東小学校教職員の紹介 ※○印は学年主任、主な分掌(PTA関係等）

担当・職 氏 名 主な分掌等 担当・職 氏 名 主な分掌等

校 長 島田ひろみ 学校経営・P顧問 音楽専科 今泉 昌生 教務 8区Ｅ Ｐ書記

教 頭 工藤 靖 学校運営・P副会長 理科専科 金子 亨 13区Ｂ Ｐ会計

１年１組 ○影山 孝之 13区Ｂ 養護教諭 丹羽 葉子 8区Ｅ・PTA保体

１年２組 宿原由美子 8区Ｄ 事務長代理 大塚 聖子 事務全般,就学援助

２年１組 髙橋 和子 8区Ｂ 学力向上支援員 原田 瞭 きめ細かな指導

２年２組 杉戸 政仁 8区Ｄ・PTA父親 きめ細か指導支援員 横田 姫花 きめ細かな指導

２年３組 山洞 紀弐 13区Ｅ・PTA広報 教育支援員 石原 浩子 学習支援

３年１組 ○髙橋 弘一 13区Ｄ 教育支援員 松村 朋子 わかば学級支援

３年２組 佐藤 玲子 13区Ａ 教育支援員 藤野 稚子 わかば学級支援

３年３組 中村美智子 13区Ｄ 用 務 員 金子 敏 学校環境整美等

４年１組 ○森田 利武 8区Ｃ ＡＬＴ 恩田・マリア・デーリ 火・木に勤務

４年２組 佐谷戸 恵 8区Ｃ 図書司書補助員 神山 沙織 火～金曜勤務

５年１組 ○八木美恵子 13区Ｃ 青い鳥学級 ○山川 悟 小学部主任・担任

５年２組 藤井 裕記 13区Ｃ 青い鳥学級 三浦 礼子 小学部担任

５年３組 川田 朋和 8区Ａ・PTA保体 青い鳥学級 藤田 礼美 小学部担任

６年１組 ○秋元 守 8区Ｂ 学力向上支援員 荒井 智絵 青い鳥学級支援

６年２組 深町 加代 13区Ｅ・PTA地区 教育支援員 宮﨑 恵 青い鳥学級支援

わかば学級１ ○益田加津代 8区Ａ スクールカウンセラー 須永奈歩美 カウンセリング

わかば学級２ 星野 朋美 13区Ａ・PTA安全 拠点校指導員 吉澤 俊直 初任者指導




