
ご入学、ご進級おめでとうございます 
校長  笠嶋 誠   

 新１年生５３名を新しい仲間に迎え、児童数４２１名で令和 3 年度の坂祝町立坂祝小学校がスタートしま
す。本年度も、教育目標「気力にあふれた たくましい 坂祝の子」の具現をめざして教育活動を進めていき
ます。教育目標にある「たくましさ」とは、予測困難な時代を生き抜く逞しさ、社会の変化を受け身ではな
く前向きに受け止め、人生、生活を豊かなものにしようとする逞しさと捉えています。これから到来する
Society 5.0時代を生き抜く逞しさ、Society 5.0 時代を生き抜く力の育成を一層めざしていきます。 
 昨年度、GIGAスクール構想における一人一台端末や高速大容量通信ネットワーク環境の整備が進みまし
た。子供たちが日常的に EdTech（Education Technology）に触れながら学びを深めるという、正に私たちが
思い描いていた未来の教室が現実のものとなりました。こうした環境を活用した個別最適化（学習履歴を活
用した個に応じた学び）を図るとともに、一人一人の学習ペースや理解度に合わせた学習を進めていきま
す。さらに、教室における子供の協働的な学びにも進化（深化）が期待できます。 
 また、本校では今年度、「清流の国ぎふ SDGs推進ネットワーク」に加入し、総合的な学習の時間を中心に
SDGs（持続可能な開発目標）の視点を取り入れた教育活動を進めていきます。 
 昨年度実施したブラジル等との国際交流活動も継続して行います。今年度は、「CLAIR Sydney（一般財団
法人自治体国際化協会シドニー事務所）」主催の「Australian Olympic Connect Tomodachi 2021」に参加し、
オーストラリアの小学校との交流も進める予定です。 
 令和３年度の教育活動を進めるにあたって、職員とは「つなぐ」という言葉を大切にしていこうと確認し
ました。未来を担う子供たちを育むために、子供たちに想いを寄せてくださる温かい地域の皆様、保護者の
皆様とつながりながら、力を合わせて坂小の教育を前に進めていきたいと考えています。ご支援くださいま
すよう、よろしくお願いいたします。 
最後になりますが、新型コロナウイルス感染症に関する国内外の状況を見据えると、長期的な対応が求め

られることが見込まれます。こうした中でも、持続的に子供たちの教育を受ける権利を保障していくため、
学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、学校の教育活動を継続してまいります
ので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
 
 職員は、以下の者が新たにお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 
                                       
 
 
 
 
                                        

＜４月、校庭の桜です。＞  

 

 

 

気力にあふれた たくましい 坂祝の子 
 美しさを大切にする心 友達を大切にする心 値うちある活動を大切にする心 

今月のめあて 「やる気マンマン」 
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坂祝町立坂祝小学校 

＜転入職員紹介＞ 
教 諭 田口久美子 可児市立今渡南小学校より 

教 諭 廣江 幹人 岐阜市立長良西小学校より 

教 諭 木上小百合 大野町立大野中学校より 

教 諭 山岡 琢弥 新規採用 

講 師 細江 幸孝 白川町立蘇原小学校より 

講 師 渡辺 雅弘 （昨年度より継続勤務） 

 



日 曜 朝活動 ４月行事予定 下校時刻 ＰＴＡ
７ 水 朝の会 着任式・始業式（２～６年） 入学式（１年生） 一斉下校10：15(2～6年)

８ 木 朝の会 給食開始（２年以上） １年１１：３０ ２～６年一斉１５：１５

９ 金 朝の会 学力検査（NRT） １年１１：３０ ２～６年一斉１５：１５ 本部役員会・地区委員会

1０ 土

11 日

12 月 朝の会 １年生給食開始 １年１３：３０ ２～６年一斉１５：１５

13 火 帯活動 身体測定（なかよし・１・５年） 知能検査（２・４・６年） １年１３：３０ ２３年１５：１５ ４～６年１６：００

14 水 帯活動 命を守る訓練 身体測定（２・３年） １年１３：３０ ２～６年一斉１５：１５

15 木 読書 内科検診（なかよし・３・２年） １年１３：３０ ２３年１５：１５ ４～６年１６：００

16 金 帯活動 １年１３：３０ ２年１５：１５ ３～６年１６：００

17 土

18 日

19 月 読書 １年１３：３０ ２～６年一斉１５：１５

20 火 帯活動 委員会 身体測定（３・６年） １年１３：３０ ２～４年１４：５５ ５・６年１６：００

21 水 帯活動 身体測定（４年） １年１３：３０ ２～６年一斉１５：１５

22 木 ぽかぽか １年１３：３０ ２３年１５：１５ ４～６年１６：００

23 金 帯活動 聴力検査（１・２・３・５年） １年１３：３０ ２年１５：１５ ３～６年１６：００

24 土 朝の会 土曜授業（午前）・オンラインPTA総会及び学年懇談会（午後） 全校一斉下校11：20

25 日

26 月 読書 １年通常日課 通学班集会 交通教室 全校一斉下校1５：３５

27 火 帯活動 １～３年１５：１５ ４～６年１６：００

28 水 帯活動 なかよし集会 全校一斉下校1５：３５(

2９ 木 ● 昭和の日

３０ 金 振替休業日

令和３年度坂祝小学校職員５１名で一丸となって頑張ります。よろしくお願いします。
職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

１ 校長 笠嶋 誠 18 ４年３組 藤田 岳 35 町個性化支援 松岡 一恵
２ 教頭 飯尾 友謙 19 ５年１組 関 俊也 36 町個性化支援 高井 昭美
３ 教務主任・２年１組 中島 敦 20 ５年２組 木上 小百合 37 町個性化支援 遠藤 久美子
４ 生徒指導 末松 光孝 21 ６年１組 堀田 洋平 38 町個性化支援 井戸 郷美
５ なかよし１組 渡邉 和代 22 ６年２組 廣江 幹人 39 町個性化支援 薗畑 愛実
６ なかよし２組 大井 陽子 23 ともだち教室 小林 聡美 40 外国人児童適応指導員 乾 ジャナイナ
７ なかよし３組 酒向 記美 24 通級指導教室 横山 ますみ 41 町日本語指導助手 金城 ユキエ
８ なかよし４組 渡辺 雅宏 25 養護教諭 井川 真綾 42 町日本語指導助手 川田 愛
９ １年１組 三井田紀予子 26 栄養教諭 小林 直子 43 町日本語指導助手 小島 セシリア
10 １年２組 加藤 明穂 27 事務職員 井戸 麻美子 44 図書司書 宇野 由香
11 ２年２組 渡邉 遥 28 少人数指導 前野 美由紀 45 校務員 矢澤 信子
12 ２年３組 近藤 綾香 29 少人数指導 細江 幸孝 46 給食配膳員 土屋 絵莉
13 ３年１組 田口 久美子 30 適応支援員 菊池 敬子 47 給食配膳員 渡邊 倫子
14 ３年２組 山岡 琢弥 31 拠点校指導員 村井 智司 48 ＡＬＴ オードリー グバット
15 ３年３組 高橋 友美 32 町個性化支援 三重野 直美 49 ＡＬＴ テリリン サビット サムキャッド
16 ４年１組 桝岡 実央 33 町個性化支援 古田 昌子 50 スクールサポートスタッフ 富田 春奈
17 ４年２組 早川 貴晃 34 町個性化支援 立川 幹枝 51 地域安全指導員班長 中村 良一

4月24日（土）の土曜授業とオンラインＰＴＡ総会・学年懇談会の開催について
新型コロナウイルス感染防止のため、４月２４日（土）の来校しての授業参観・ＰＴＡ総会

・学年懇談会・地区懇談会は行いません。午前授業を行います。１年生のみオンラインによる
授業参観を行います。他学年は昨年度同様に順次ネット参観を行っていきます。
午後からオンラインによるＰＴＡ総会・学年懇談会を行います。

１年生オンライン参観及び午後からのオンラインＰＴＡ総会・学年懇談会のＩＤは、後日お知らせします。
２４日（土）の振替休業日は３０日（金）になります。
また、ＰＴＡ総会での報告・提案については、１２日（月）から「すぐーる」(学校メール)で掲載する

「ＰＴＡ総会資料」をご覧いただき、承認、ご意見をいただきます。ご意見がある場合は、１２日（月）
に配布する「承認・意見書」の提出をお願いします。ご理解とご協力をお願いします。
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