
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【学校教育目標】 
○やさしく  （徳） 
○かしこく  （知） 
○たくましく （体）  

 

 学校経営方針 「明るく 元気に 爽やかに すべての対応を親身になって丁寧に」 令和２年４月１５日  
第２号 文責 鈴木 博貴 

ピカピカの１年生・９９名が、夢道場に仲間入り !! 

【令和２年度 入学式・式辞 （概要） 】  
今日から、坂戸小学校の１年生になった９９名の皆さ

ん、入学おめでとうございます。皆さんの入学を、先生方

やお兄さん・お姉さん達は、楽しみに待っていました。皆さ

んも、この日を楽しみにしていたことでしょう。１年生の皆さ

んに、これから、大切なことを「三つ」お話します。 

一つ目は、「学校では、目と耳をたくさん使う」というこ

とです。「目でお話をする人をしっかり見る」、「耳でお話を

しっかり聴く」、そして、「お話を聴くときは、自分の口は閉じ

る」。このことができれば、お勉強もよくわかるようになりま

す。今はとてもよくできています。これなら大丈夫です。 

二つ目です。「毎日、元気に学校へ行く」ということで

す。今日、皆さんは、ランドセルをしょって歩いて来たと思

います。これからは、晴れの日もあれば、雨の日や風の

強い日もあります。どんな日でも、一生懸命歩いて、元

気に学校へ通いましょう。毎日、歩いて来ることで、心も

体も強く、丈夫な子になります。 

三つ目です。「挨拶や返事をしっかりする」ということで

す。お家や学校ではもちろん、皆さんが、学校へ来る時

や帰る時に、安心して学校に通えるように、また、お家に

帰れるように、見守ってくださる方がいっぱいいます。どん

な人にも、「おはようございます」や「ありがとうございます」

の挨拶ができるといいですね。他にも「こんにちは」、｢さよ

うなら｣、「ただいま」とか色々とありますね。そして、自分

の名前を呼ばれたら「はい」。元気な返事ができるといい

ですね。挨拶や返事はとても大事です。皆さんは、挨拶

や返事がしっかりできるように頑張りましょうね。     

保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうござ

います。坂戸小の教職員全員で力を合わせて、お子様

のよりよい成長に全力を尽くします。しかし、子供の健全

な成長のためには、学校と家庭・地域との連携・協働は

欠かすことができません。本日、ここに改めて、保護者・

地域の皆様、そして私達教職員で、子供たちのための

サポートチーム、「チーム坂戸小」を掲げさせていただきま

す。是非とも、本校の教育へのご支援・ご協力をお願い

いたします。 

結びに、明治６年開校以来、１４７年目を迎えた歴史

ある本校の新たな１ページを確実に刻むべく、『伝統の

継承と新たな挑戦』を胸に、子供たちの笑顔が溢れる

学校づくりを皆様と共に推進していくことをお誓い申し上

げ、入学式・式辞といたします。   

決意新たに逞しくなった在校生が校庭に集いました!! 

【令和２年度 始業式・式辞 （概要） 】  
おはようございます。元気な皆さんに会えて、とても嬉

しいです。今日から皆さんは、１つずつ学年が上がりま

した。進級おめでとう。 

春休み中に、６年生が新学期の準備のために登校

してくれました。皆さんが気持ちよく学校生活をスタートで

きるように、机や椅子を運び、教室や廊下、トイレ、下駄

箱など学校中を隅々まで一生懸命きれいにしてくれまし

た。６年生の素晴らしい働きぶりに先生たち全員がとて

も感心しました。６年生の皆さん、改めて有難う。この一

年間、最上級生リーダーとして、大いに活躍してくれるこ

とを期待しています。 

２年生から５年生の皆さん、顔をこちらに向けてお話

がしっかり聴けていますね。新しい学年・クラスになり、

「よし、がんばるぞ！」という気持ちがここまで伝わってき

ます。今日、新しい１年生が入学してきます。是非、素

敵なお兄さん・お姉さんになってくださいね。 

今年度も皆さんは、『坂小っ子の合言葉』＝『やさしく 

かしこく たくましく』を目指して頑張ります！ 

一つ目、『やさしく』。ここにいる全員が、もっともっとや

さしい人になってください。思いやりの心、誰とでも仲良く

し、助け合う。『己の欲せざる所、人に施すなかれ』。坂

戸小には、人の嫌なことを言ったり、したりする人がいな

い、『やさしさ一杯の学校』だと自慢したいです。 

二つ目、『かしこく』。よく勉強ができる子は、話す人

の目を見て、お話をよく聴きます。勉強がわかり、できる

ようになるためには、話をしっかり聴くことから始まります。

皆さんは話をしっかり聴き、しっかりと自分の考えをもっ

て、行動や勉強ができるようになりましょう。 

三つ目、『たくましく』。逞しくて丈夫な子は、元気に外

で遊び、食事もモリモリ食べます。苦手なこともできるま

で頑張ります。辛いことや苦しいことにもへこたれずに、

「よし、やってみよう！」、「やればできる！」と、明るく、元

気に、前向きに、心と体をしっかりと鍛えましょう。 

最後に、皆さんは坂戸小学校が何歳か知っていま

すか。なんと、今年で１４７歳になります。それくらい長い

歴史と伝統のある学校なのです。これまで数えきれな

いくらい沢山の人達が、この坂戸小を素晴らしい学校

にしようと努力してきました。その思いを大切にし、もっとも

っと素晴らしい坂戸小を創っていくため、皆で力を合わ

せていきましょう。皆さんの力を期待しています。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

校 長  鈴木 博貴     教 頭  岩瀬 和也     主幹教諭  佐藤 篤夫    

けやき 1組 ◎松井 直美       けやき 2組  長谷川 克也 
けやき 3組   駒井  雅        く す の き  増山 佳未      

１年１組 ◎石森  伸幸 
２組   金子 瑞菜 
３組   鍋谷 綾子 

２年１組 ◎粟野  勝美 
２組   石井 雄大 
３組   滝   翔悟 
４組   宮戸 雄剛 

３年１組 ◎横須賀 寛充 
２組   関口  賢太郎 
３組   松井  実菜美 

４年１組 ◎大友 美里 
２組   島﨑 智子 
３組   柴﨑 万柚子 
４組   齋藤   怜 

５年１組 ◎佐藤  喜美子 
２組   秋山 詞洋 
３組   坂本 恵美 

６年１組 ◎渡邊 由佳 
２組   谷住 悠太 
３組   内記 千奈 
４組   諸星 篤志 

教務部  鳴海 好博 ・ 寺垣 洋司 ・ 堀内 千波 ・ 田嶋 智恵 ・ 安達 由美 

小川 洋子 ・ 𠮷野 利英子       英語指導 𠮷田 麻美 

初任者指導  菊地 昭男      養護教諭  野口 由貴      栄養教諭  市野川 友美 

事務主査  横田  玲子       非常勤講師  橋本 みどり   市費事務員  小山 善明 

学校支援員  吉岡 奈緒美 ・ 鈴木 安芸子 ・ 荻野 裕紀 ・ 伊勢 和晃  

長谷部 正代 ・ 三田 寛 

学校読書活動支援員  晴山 幸      外国語活動支援員  福井 淳子     ＩＣＴ支援員 崎 幸子 

さわやか相談員  阿髙 英美     スクールカウンセラー  阿部 桂子    ＡＬＴ ジョセフ・アルテアガ 

校務員  栗原 睦子 ・ 島田 則子   

 （育児休業中）  吉田 優子 ・ 小谷野 真衣             ◎＝学年等主任 

給食調理員  ◎市川 榮子 〇宮沢 夏巳 ・ 吉場 千祥 ・ 五十嵐 菜々香 ・ 石川 佳那子 

西山 浩美 ・ 今野 秋子 ・ 岩武 純子 ・ 松本 希 ・ 麻生 春江 ・ 長島 妃美 ・ 深田  亜弓 

【本年度の重点・努力点】 『学び合う』教育の推進（児童⇔学校⇔家庭⇔地域） 

⇒子供の自己肯定感を高め、人間関係形成力、学力向上を図る教育の推進 

 

【校長室より】  『可愛くば、五つ教へて三つ褒め、二つ叱って良き人となせ』                      
新入生９９名を迎え、７０８名の児童で令和２年度がスタート。入学式・式辞で申し 

上げた言葉、『可愛くば、五つ教へて三つほめ、二つ叱って良き人となせ』。 

本校の校庭にその像がある江戸時代の農政家・思想家であった二宮尊徳翁の教え 

である。／子供は、失敗をしながら成長をする。また、学校は、様々な個性をもった子 

供たちの集団生活の学びの場。人間関係づくりも学んでいく。保護者の方々と協働し 

て子供たちを健全に育んでいきたい。／新型コロナウイルス感染拡大防止のためやむ 

を得ないが、再び臨時休校。早く子供たちの笑顔が校舎に戻ってくることを切に望む。 

≪坂戸小・交通事故 ０（ゼロ）宣言≫ ＊坂戸小は、「埼玉県交通安全優良校」です！ 

【坂小・安全の合言葉】  『とびだすな！くるまにちゅうい、みぎ、ひだり！！』 

毎日、学級の帰りの会で、声に出して確認しています。ご家庭でも「合言葉」にしてください。 

歴史と伝統のある本校は、地域との関係も深く、連携体制も強固です。交通安全対策でも、地域 

の学校応援団（見守り隊）や保護者の皆様に支えられ、お陰様で、これまでの実績から昨年度に 

埼玉県警・県安全協会より『埼玉県交通安全優良校』として認定されました。しかし、例年、市内 

でも児童の交通事故が報告されており、特に慣れていない１年生の事故、飛び出し事故、自転車 

事故には注意が必要です。学校再開後には、引き続き子供たちの安心・安全の見守りをお願いいたします。 

【令和２年度 坂戸小学校・学校経営組織】 

 


