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令和４年度 スタート
（新年度にあたり）

学校教育目標

「みんなでめざそう やさしく・かしこく・つよく」
－豊かな心をもち、たくましく生きる児童の育成－

この目標に向かって、全教職員一丸となって今年度しっかりと取り組みます。
また、この目標を家庭、地域と共有し「宝」である円城の子どもたちを育成していきたいと
思います。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

進級おめでとうございます
着任式に引き続き始業式をしました。児童はひと

つ上の学年の顔になって、真剣に式に臨みました。
背筋がピンと伸びた姿勢はとても立派でした。式の
中で、「なりたい自分になろう」と話しました。
式の後は、どの学級でもよい学級開きができまし

た。よいスタートが切れました。

入学おめでとうございます
新入生が入学しました。大きな拍手につつまれて、6年生と一
緒に入場しました。とてもかわいらしく、そして、呼ばれたら大きな
返事をすることができました。早く小学校の生活に慣れ、いっぱい
勉強したり遊んだりして欲しいと思います。

「早ね 早起き 朝ごはん 朝うんち」
「元気のよい あいさつ 返事」

毎朝元気に登校できるといいと思います。
保護者の皆様、学校での様子をしっかり聞いてあげてください。

1年生は学校でたくさんの発見があります。
4月12日は朝、チューリップが咲いているのを教えてくれました。
おうちにもいろいろな色のチューリップが咲いているそうです。

学校探検もしていました。とてもいい笑顔です。

着任式前の様子 始業式の様子

校長 原田　寛治 栄養教諭 岩井明日美
教頭 山本　展之 学校司書（兼） 森山かおり

チャレンジ１ 森寺　道子 教育支援員 海士部栄子
チャレンジ２ 片山　知子 事務主事 妹尾　好貢
1年担任 弘中　　聡 給食調理員 上村美津子
2年担任 佐々木ヒサ子 給食調理員 杉本　麻里
3年担任 頼定　　瞳 給食調理員 葛原　麻衣
4年担任 鷲江　鮎菜 給食調理員
5年担任 倉本　幸治 校務員 小林　正恵
6年担任 高木　拓也 ＡＬＴ AMISHA WILLOW KEARNEY

養護教諭 横田　直美 特別非常勤講師 モンテイロ浩美
講師 宮田　則子 スクールカウンセラー 藤井　里美

講師（兼） 藤井　　健 スクールソーシャルワーカー 片岡　香織
講師（兼） 井田　美奈

めざす学校像
〇児童・保護者・地域・保こ幼中とのつながりを大切にした、信頼される学校
〇児童一人一人が大切にされる、わかる喜び、学ぶ楽しさが実感できる学校

めざす児童・生徒像
〇やさしく<人間関係力> 「相手を思いやる子」
〇かしこく<学力> 「自分から進んで学ぶ子」
〇つよく<健康・体力向上> 「進んで健康な生活や運動に取組む子」

みんなでめざそう やさしく・かしこく・つよく
－豊かな心をもち、たくましく生きる児童の育成－

新たな体制でスタート
「チームワーク」「ネットワーク」「フットワーク」で取り組みます。

今年度も引き続き 学校医 塚本眞言先生 学校歯科医 石井雅之先生
学校薬剤師 庄司藏万先生 にお世話になります。

コミュニティ・スクールになりました
円城小学校に学校運営協議会が設置されました。学校運営協議会が設置されている学校
をコミュニティ・スクールといいます。

目的は
保護者や地域の方々が一定の権限をもって学校運営に参画することにより、「目標やビジョ
ン」を共有して、社会総がかりで子どもたちの健全育成や学校運営の改善に取り組むこと。

協議会委員は
「熟議」（熟慮と議論）を重ね、課題解決を目指し、地域の未来を担う子どもの育成について、
互いの意見を尊重し合い、知恵を出し合う肯定的で未来志向の話し合いをします。

円城小ＨＰ

円小だより



ミニ交通安全教室 4月11日

年度の初めにミニ交通安全教室をしました。
駐在所の前田さんにおいでいただき指導していただ
きました。運動場では6年生がとてもよいお手本を見せ
てくれました。その後、運動場でやってみて、道路に出ま
した。上級生のお手本通り、上手に横断歩道を渡ること
ができました。安全に登下校できますように。運動場で

大変お世話になりました
藤井 輝彦 校長先生 高梁市立有漢中学校へ

リモートで全校一斉聞き取りゲームや全校漢字テストを考えてください
ました。運動場の草刈りなど環境整備もしてくださいました。
大変お世話になりました。お元気でご活躍ください。

道路で

火災による避難訓練 4月２１日
11日は、不審者侵入時の避難訓練、２１日は火災発生時の避難訓練をしました。どちらも命を
守る訓練です。児童は真剣に取り組むことができました。訓練後に、「放送や人の話をしっかり聞
くこと」「考えて行動すること」が、命を守ることにつながるという話をしました。

着任ごあいさつ
この度の人事異動で、新庄村立新庄小学校から校長として赴任して参りました。
原田 寛治 と申します。ＪＲ姫新線古見駅の近くから通ってきます。「地域とともにある学校」「学
校を核とした地域づくり」をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

こんなクラスをめざそうよ

編集後記
「三位一体」

子どもを中心に据えた学校・家庭・地域の連携・協働は、子ど
もの育ちにとどまらない、大人たちの学びの拠点を創造し、地域
の絆を強め、地域づくりの担い手を育てることにつながります。
三位一体で教育をすることで、めざす児童像を育成すること
ができます。

いつも子どもをど真ん中に
美しい円城小の桜

６年生

参観日・ＰＴＡ総会、お世話になりました。授業参観では、どの学級も頑張
る子どもたちの姿を観ていただけたと思います。ＰＴＡ総会では、すべての議
案が承認され、令和４年度が動き始めました。役員になられた方々には大
変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

参観日・ＰＴＡ総会 ありがとうございました

各クラスで考えたものを玄関に掲示しました。
1年生 みんなでたのしく みんなでがんばる
2年生 いつも元気いっぱい やさしいことばではなす

できるまでかんがえる
3年生 さべつをしない 勉強に集中 健康
４年生 みんなにやさしく だれとでも遊ぶ 自分で考えて行動する 笑顔いっぱい元気にすごす
５年生 Ｌｅｔ‘ｓ ５！（レッツ・ゴー）～14人で彩るエンターテイメント～
6年生 楽しく協力し合い 挑戦し続け 一人ひとりを大切にし 信頼される最高学年
チャレンジ 一歩いっぽのびる みんなでのびる

５月 行事予定 吉備中央町立円城小学校

月日 曜 祝日 行 事
放
課
後

下校時刻 ＳＢ

5/1 日

5/2 月
５月朝会 １年生を迎える会 代表委員会
スクールカウンセラー藤井先生来校

15:40 15:45

5/3 火 憲法記念日

5/4 水 みどりの日

5/5 木 こどもの日

5/6 金 午後短縮（４０分授業）職員研修会のため 14:45 14:50

5/7 土

5/8 日

5/9 月 教育相談週間～５/１２（木） 15:40 15:45

5/10 火 15:40 15:45

5/11 水 4～6年係打ち合わせ 15:10 15:15

5/12 木 １・４年耳鼻科検診 15:40 15:45

5/13 金 15:40 15:45

5/14 土

5/15 日

5/16 月 集金日 4～6年係打合せ 15:40 15:45

5/17 火 運動会予行 15:40 15:45

5/18 水 15:10 15:15

5/19 木 1・4年眼科検診 15:40 15:45

5/20 金 運動会前日準備 15:40 15:45

5/21 土 運動会

5/22 日 運動会予備日

5/23 月 振替休業日

5/24 火 掃除相談 15:40 15:45

5/25 水 円城安全の日 2・5年知能検査 15:10 15:15

5/26 木 プール掃除 尿検査２次 15:40 15:45

5/27 金 せんたくデー 尿検査２次 15:40 15:45

5/28 土

5/29 日

5/30 月 15:40 15:45

5/31 火 お話エンジョイタイム 15:40 15:45

6/1 水 6月朝会


