
 

 

 

 

 

 

 

 「わくわく・いきいき 夢と感動のある学校づくり」 

校長 坂本 勉  

正門の横の満開のサクラに迎えられ、皆野小学校の令和４年度がスタートしました。お子様のご入

学、ご進級を心からお祝い申し上げます。職員一同、さらに気持ちを引き締めて、本校の教育活動の充

実に向けて取り組んでいく所存です。 

本校では、３月には６４名が卒業していきましたが、この４月には、新たに４６名が入学して、全校

児童２９０名で令和４年度がスタートしました。４月５日に新年度準備に来てくれた新６年生を見てい

ると、晴れ晴れとした顔つきで「皆野小学校のよい伝統を引き継いで頑張ろう！」そんな様子が感じら

れました。 

昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のために、いろいろと制約のある中での教育活動と

なりました。今もなお感染拡大防止に十分、配慮しつつ教育活動を行うことが求められています。今年

度も「子供たちの健康・安全と学びを守る」ことを第一に考えながら教育活動を進めてまいります。 

ところで、著名な書家である「相田みつを」さんは右のような詩を作っておら

れます。私たちはどうしても目に見える花に注目しがちです。それをしっかり支

えている枝や幹はもちろん、目には見えないけれど、地中に深く張っている根に

も注目すべきだと相田さんは伝えたかったのではないかと思います。見えている

ものがすべてではなく、見えないものの中に大切なものがあることをこの詩は教

えてくれているように思います。子供たちの健やかな成長にとって、見えないと

ころも育てていくことを私たち大人は常に考えていきたいものです。 

新年度のスタートにあたり、私たち教職員は、新しい環境の中で過ごす子供たちをしっかり見守りな

がら、安心して学習や生活ができる学年や学級づくりを進めていきます。そしてどの子も「明日も学校

へ行きたいな」と思えるような、一人一人に居場所のある学校づくりを進めてまいります。居場所があ

るということは、「一緒に楽しく遊び、学ぶ友達」そして「自分に寄り添い理解してくれる人」がいる

ということです。また、いろいろな学習を通して「わかった！」「できた！」「人の役に立った！」と

いう喜びや達成感を味わうことで、自分の成長が実感できると考えています。そのために、全教職員が

一つとなり、子供たち一人一人の理解に、より一層努めてまいります。子供たちの成長をしっかり支え

ていくために、保護者の皆様、地域の方々をはじめ本校を支えてくださる多くの皆様方のご理解とご協

力をよろしくお願いいたします。 

 
学校教育目標 「自ら学び 心豊かに たくましく生きる児童の育成」       
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令和４年度当初 
教職員人事異動のお知らせ 

 転退職職員 たいへんお世話になりました。 

根岸  伸行 教頭 本庄市立共和小学校へ 

萩原  洋子 教諭 皆野町立国神小学校へ 

浅香  美香 教諭 秩父市立西小学校へ 

井相田 節子 教諭 小鹿野町立両神小学校へ 

大河原 京子 養護助教諭 ご退職 

田島 明日香 エキスパート教員 皆野町立皆野中学校へ 

小林  有里 校務員 皆野町立国神小学校へ 

新 井  宏 学習支援員 初任者研修後補充へ 

 

新転任職員 よろしくお願いいたします。 

小 林  悟 教頭 美里町立大沢小学校より 

松本 由美子 教諭 秩父市立西小学校より 

白砂  修司 教諭 小鹿野町立小鹿野小学校より 

鎗田  友介 教諭 秩父市立南小学校より 

柴﨑  咲希 教諭 秩父市立西小学校より 

柳田  莉穂 教諭 皆野町立皆野中学校より 

加藤  友祐 教諭 新採用（小鹿野町立両神小学校より） 

美留町 玲衣 教諭 新採用 

鈴木  美穂 養護教諭 小鹿野町立三田川小学校より 

新井  駿平 エキスパート教員 長瀞町立長瀞第二小学校より 

大森  弘子 校務員 皆野町立国神小学校より 

志賀  佳苗 学習支援員 新採用 

榎本  紀子 図書支援員 新採用 

金子  杏珠 図書支援員 新採用（皆野町立皆野中学校より） 
 

 
令和４年度 学校組織 

校長 坂本 勉  教頭 小林 悟 

主幹教諭 坂本 文孝    

教務 秋元 幸子  教務 島﨑 春美 

教務 伊古田 博嗣  教務 柳田 莉穂 

教務 森下 賢人  なかよし学級 浅見 智子 

ひまわり学級 松本 由美子  さくら学級 美留町 玲衣 

１年１組 黒澤 美香  １年２組 強矢 真弘 

２年１組 金子 実鈴  ２年２組 鎗田 友介 

３年１組 関田 優子  ３年２組 柴﨑 咲希 

４年１組 小林 祐里  ４年２組 加藤 友祐 

５年１組 大王 聖也  ５年２組 白砂 修司 

６年１組 髙橋 仁  ６年２組 池田 尚未 

養護教諭 鈴木 美穂  小１対応非常勤講師 宮原 由紀子 

事務主査 福田 文恵  主査（町） 島野 弥生 

社会科専科非常勤講師  新井 駿平  英語専科非常勤講師 新井 伸子 

初任者研修拠点校指導員  熊野 勤    

学習支援員 山中 喜美子  学習支援員 志賀 佳苗 

学習支援員 山下 小夜子  学習支援員 深田 万里子 

学習支援員 金子 純子  校務員 大森 弘子 

図書支援員 榎本 紀子  図書支援員 金子 杏珠 
 

●４月の主な行事予定● 

日 曜 行事等 
８ 金 ３時間、始業式、一斉下校 11:35 

９ 土  

１０ 日  

１１ 月 ３時間、入学式、一斉下校（２年以上）11:35 

１２ 火 ４時間（１年３時間）、給食開始（２年以上）、 

通学班編成、一斉下校（２年以上）13:20 

１３ 水 １年生を迎える会、１年３時間、 

身体測定・視力検査 

１４ 木 １年３時間、内科検診（４～６年）① 

１５ 金 １年給食開始、避難訓練 

１６ 土  

１７ 日  

１８ 月 尿検査、委員会①、避難訓練予備日 

１９ 火 尿検査、知能テスト（２・５年）、 

全国学力・学習状況調査（６年） 

１年下校 13:20（民生委員さん下校付添） 

２０ 水 色分け集会、衛生検査 

２１ 木 内科検診（４～６年）② 

２２ 金 ５時間、一斉下校 14:35、 

授業参観（５校時）・懇談会・ＰＴＡ総会 

２３ 土  

２４ 日  

２５ 月 聴力検査（１～３年、５年）、クラブ① 

２６ 火 １年遠足（６年付添） 

２７ 水 衛生検査、心臓検診 10:40（１年）、 

聴力検査（再） 

１年下校 13:20（民生委員さん下校付添） 

２８ 木 ２年遠足 

２９ 金 昭和の日 

３０ 土  

 

◆留守番電話について再度の周知◆ 
＊皆野小学校では働き方改革の一環とし
て、留守番電話（録音機能なし）を導入
しております。設定時間は以下のとおり
です。 
【授業日（平日）】…18:00～7:30 

※「ノー残業デー」の日は 16:45 
【休日（土日祝）】…全日 
【長 期 休 業 中】…16:45～8:00 

＊放課後の忘れ物（緊急な物以外）での来
校については、引き続きお控えください。
緊急な物につきましても 18：00 以降の
来校はご遠慮ください。 

＊留守電設定中に緊急連絡がある場合は、
専門機関（警察・消防）もしくは、緊急
用携帯電話（皆野町教委：080-1685-3128）
へご連絡ください。 

 


