
 １ｕｐ地域とつな

がる質の高い学校づくり   

       学校長 管澤 秀信 

 

４月７日（火）密集状態を避けるため２クラスに分

けて東小学校の入学式を行うことができました。校内

の消毒をはじめ、窓を開け換気にも配慮し、椅子の間

隔を十分に空ける等の新型コロナウイルス感染拡大

防止を徹底をしました。全員マスク姿で、保護者に見

守られた、元気いっぱいの６０人の新一年生の晴れの

門出をお祝いしました。「新たなステージ」で、どんな

ドラマが繰り広げられるのか・・・、楽しみであり、

ドキドキもします。 

 さて、学校は地域や保護者の思いや願いを受けて、

子どもの社会的自立を支え、一人一人のもつ可能性を

最大限に伸ばす場で無ければなりません。学校での教

育に加え、温かい家庭環境、地域との連携・協力とい

った三者が協働することで、子ども同士の共感的な関

係を高め、その中で自分自身のよさに気づき、自分た

ちを包み込んでくれる『ふるさと』に愛着をもつ子ど

もの育成を目指します。 

そこで本校は、「地域の子どもは、地域で育てる」方

針を具現化するために、地域の思いと学校をつなぐた

めの組織として、学校運営協議会が中核的な役割を担

ってもらっています。学校教育活動に積極的に活用し、

「外の風」すなわち、地域と協働して授業づくりをす

ることで、質の高い授業が生まれ、地域や保護者の皆

様の学校理解と協力の輪が広がります。 

 

学校運営協議会 

 地域総がかりの教育と学校を拠点とした 

地域づくりの推進  

地域を生かす学校       地域と協働して、 

地域づくりを 

推進する学校 

 

今年度、『１ｕｐ』をキャッチフレーズに、地域に貢

献する活動を通して、郷土を愛し、人や地域と関わる

力（市民性）の育成を目指し、学校運営協議会とより

一層協働して「地域総がかりの教育で、子ども一人一

人の心に響き、思い出に残る東小学校ならではの学び」

を実現します。子ども達のために、地域の皆様、保護

者の皆様の一層のご協力をお願い申し上げます 

 

 

☆☆学校ではこんな 

取組をしています☆☆ 
 

 ～ ①児童・教職員等の健康保持と 

安全・安心の確保のため 

②教育活動の継続的実施のため  ～ 

 

１ 生活面  

 ・マスク着用、朝の検温をお願いしま

す。 

 ・風邪の症状がみられる場合は、自宅で療養
してください。 

・手洗いを徹底しています。 

・共用して使用するものの消毒（次亜塩素酸等を

使用）を行っています。また、児童下校後、教

室の消毒なども行っています。 

・隣の子との座席の距離をできる範囲で離してい

ます。 

・休み時間の換気を徹底しています。 

 

２ 学習 

 ・基本的に前を向いた一斉の指導を行っています。

ペアになったりグループになったりする学習は、

極力行いません。ただ、やむを得ない場合は、距

離を離す、大声を出さない、短時間で行うなどの

配慮をします。 

 ・家庭科の調理実習は当面行いません。また、音楽

科の合唱・合奏等も行いません。体育科において

も、基本的に、体育館での学年全体の体育は行わ

ないようにしております。 

 ・全ての学習活動において３密にならぬよう、配慮

してまいります。 

  

 ※文科省、道教委、伊達市教委の通達に基づいて、

教育活動を展開していきます。安全・安心な学校

実現のため、教職員一同力合わせて教育活動を展

開してまいります。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

ひがし 
伊達市立東小学校 

令和２年４月１５日 

第２号 



 ☆☆よろしくお願いします！☆☆ 
今年度 新たに赴任した８名の教職員を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和２年度東小学校教職員紹介 

         （本校勤務年数は令和２年 4 月１日現在です。） 

 担当 氏      名 本校勤務 

１ 校長 管澤 秀信 ０ 

2 教頭 松田 周一 １ 

3 教諭 牛島 夏陽 ６ 

4 教諭 水落  香 ４ 

5 教諭 後藤 真知子 ６ 

6 １−１ 高橋 利香 ２ 

7 １−２ 小野田 渉 ３ 

8 ２−１ 伊藤 益枝 ０ 

9 ２−２ 森 美保子 ２ 

10 ３−１ 岩佐 多恵子 ５ 

11 ３−２ 柴田 航輔 １ 

12 ４−１ 成島 秀人 １ 

13 ４−２ 水江 佳那 ２ 

14 ５−１ 佐藤 裕太 ４ 

15 ５−２ 西島 勇武 ０ 

16 ６−１ 山本 奈緒子 ４ 

17 ６−２ 石原 裕基 ３ 

18 たんぽぽ統括 川股 由香 ２ 

19 たんぽぽフリー 佐藤 映未 ４ 

20 たんぽぽ１組 高 ゆかり ０ 

21 たんぽぽ２組 中泉 政範 １ 

22 たんぽぽ３組 中島 秀樹 １ 

23 たんぽぽ４組 毛利 友香 １ 

24 たんぽぽ５組 足利 敬史 １ 

25 養護教諭 織田 京華 ０ 

26 事務 吉田 雅基 ２ 

27 業務 松本  葵 ２ 

28 業務 平井 正一 1 

29 運転手 澤田 昌実 ０ 

30 時間講師 横山  暢 １ 

31 支援員 市居ひろみ 1 

32 同 平山 由紀 0 

33 同 川添 夕佳 0 

34 介護員 大西 恵子 1 

35 同 髙島 浩子 1 

36 同 小林 理知子 0.5 

37 同 黄金崎 東子 0 

38 給食用務 中田 真紀 7.5 

介護員  黄金崎 東子（新採用） 

 4月より、東小学校介護員として勤務する事になり

ました黄金崎 東子です。一日も早く学校に慣れ、頑

張っていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  養護教諭 織田 京華（新採用） 

 初めて勤める学校が、歴史ある東小学校で嬉しく思っ

ております。東小学校のみなさんが毎日、元気いっぱい

に過ごせるよう、心身ともに健康のサポートをしていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

支援員  川添 夕佳（壮瞥町立壮瞥小） 

今年度から東小学校でお手伝いさせていただくこ

とになりました。自分の子供と同世代の子供たちと

一緒に学べる事を大変楽しみにしています。子供た

ちが安心して学校生活を送れる様に少しでもお役に

立てれば幸いです。 

  教諭 伊藤 益枝（伊達市立有珠小学校より） 

 東小学校の子供たちと出会えることをとても楽しみに

していました。子供たちが毎日笑顔で学校生活を送るこ

とができるように、私も笑顔で頑張ります。精一杯努力し

ていきますので、よろしくお願いいたします。 

  教諭 西島 勇武（苫小牧市立拓進小学校より） 

 歴史と伝統のあるこの伊達市で勤務できることが大変

楽しみです。伊達市の未来を支える子供たちの健やかな

成長のために尽力して参ります。至らない点もあるかと

思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

  支援員  平山 由紀（伊達市立関内小） 

 東小学校で勤務することになり、たくさんの子供た

ちと触れ合うことを楽しみにしています。少しでも子

供たちの成長のため力になれるように頑張ります。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

運転手  澤田 昌実 

 運転手の澤田です。よろしくお願いします。スクール

バスを利用して、安全に登下校できるように利用する上

での約束やきまりをしっかり確認し、みんなで協力して

いきましょう。 

  教諭 高 ゆかり（伊達市立黄金小学校より） 

 国道を走っていて、白鳥が飛び立つ姿に感動したこと

を覚えています。交流をしていた時から東小の元気な子

供たちにエネルギーをもらいました。自然や子供たちに

負けないように頑張っていきます。 


