
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

【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」 平成３１年４月１２日  
第２号 文責  鈴木  博貴 

ピカピカの１年生・１２２名が、夢道場・坂戸小に仲間入り！！ 

【平成３１年度 入学式・式辞 （概要） 】  
校庭の桜も、一年生の皆さんの入学を喜ぶように満開に咲き誇っています。今日から、坂戸小学校の

一年生になった１２２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。 
一年生の皆さんに、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。目も二つ、耳も二つ、ありま

す。口は一つです。「二つある目で、お話をする人をしっかり見る」、「二つある耳で、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。元気な挨拶や返事は、とて

も大事です。ですから、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。     
保護者の皆様に申し上げます。お子様のご入学、誠におめでとうございます。本校職員一同、心から

お慶びを申し上げます。お子様の今日の晴れ姿を見て、「よくぞ成長した」という感慨とともに、今後の健や
かな成長を願い、気持ちを新たにしていらっしゃることと思います。昔から、「可愛くば、五つ教えて、
三つほめ、二つ叱って良き人にせよ」という言葉があります。本校の校庭に、その像がある、江戸時

代の農政家であり、思想家でもあった、二宮尊徳翁の教えです。失敗をしながら成長をするのが子供で
す。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です。人間関係づくりも学んでい
きます。お子様をよく見ていただき、良いところをたくさん見つけて、認め、褒めてください。また、「人には迷
惑をかけない」、「悪いことは悪い」としっかりと教えてください。 
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・ご来賓の皆様、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、本日ご臨席の皆様に重ねて感謝申し上げまして、誇りある１４６年以上もの長い歴史と伝統のある坂
戸小学校、入学式・式辞といたします。  平成３１年４月８日 坂戸市立坂戸小学校長 鈴木 博貴 

【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  鈴木 博貴     教 頭  岩瀬 和也     主幹教諭  佐藤 篤夫    

けやき 1組  岩澤 千秋      けやき 2組  増山 佳未 
けやき 3組 ◎松井 直美      く す の き  松岡 優子   

１年１組 ◎大澤  理恵 
    ２組  石嶋  美沙紀 
    ３組  秋山 詞洋 
    ４組  坂本 恵美子 
 
２年１組 ◎粟野  勝美 

    ２組  柴﨑 万柚子 
    ３組  鳴海 好博 

３年１組 ◎須永  佳代子 
２組  小谷野  真衣 
３組  栁澤 真奈美 
４組  清水   岳 

      
４年１組  横須賀 寛充 

２組  内記 千奈 
３組 ◎石森  伸幸 

５年１組 ◎渡邊 由佳 
５年 ２組  谷住 悠太 
５年 ３組  鍋谷 綾子 
５年 ４組  齋藤   怜 
６年１組 ◎佐藤  喜美子 
６年 ２組  関口  賢太郎  
６年 ３組  松井  実菜美 
６年 ４組  宮戸 雄剛 

教務部  山本 秀子 ・ 橋本 みどり ・ 宗像 弥生 ・ 堀内 千波 ・ 田嶋 智恵  

・ 寺垣 洋司 ・ 大友 美里       英語指導  髙橋 京子 

初任者指導  中里 竹男    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     市費事務員  小山 善明 

学校支援員  鈴木 安芸子 ・ 荻野 裕紀 ・ 小澤 ゆかり ・犬飼 ひろ子  

・ 伊勢 和晃 ・ 吉岡 奈緒美  

学校読書活動支援員  晴山 幸     英語活動支援員  福井 淳子     ＡＬＴ ショーン ウィナー   

非常勤講師  渡部 一江 ・ 豊田 百合    スクールカウンセラー  阿部 桂子 

校務員  栗原 睦子 ・ 島田 則子   

 （育児休業中）  吉田 優子                                 ◎＝学年等主任 

給食調理員  ◎市川 榮子 〇清村 智子 ・吉場 千祥 ・ 唐澤 愛香 ・ 今野 秋子 

 ・ 西村 浩美 ・ 石川 佳那子 ・ 岩武 純子 ・ 松本 希 ・ 麻生 春江  

【平成３１年度 坂戸小学校・学校経営組織】 

【校長室より】  『親身になって』                      
４月８日、入学式。お陰様で、厳粛な中にも温かい雰囲気のもと、新入生１２２名を迎える 

ことができた。義務教育九カ年の「集団生活での学び」が本格的にスタート。保護者の方々の喜

びも一入であろう。／ 昨年度、坂小・卒業式に前職の立場で参列させていただいた。卒業生の

保護者代表の方の言葉「生まれきてくれてありがとう。これまで育ってくれてありがとう」。深

く心に染みた。親御さんの愛する我が子への想いは幾許か計り知れない。／ 本校に着任し、学

校経営方針に「親身になって」という拘りの文言を加えた。文字通り「親の身になって」。私

達、教職員は親にはなれないが、大切なお子さんをお預かりした重責を担っている。坂戸小学校

のかけがえのない７４０名の子供たち。一校を預かる校長として、改めて身が引き締まる。 

≪坂戸小・交通事故 ０（ゼロ）宣言≫  ＊詳しくは、「坂小・安全教育だより」を！ 

【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、 

たくさん地域の学校応援団（見守り隊）や保護者の皆様に支えられ、お陰様で、過去の記録で 

わかるだけで、１０年以上も「交通事故０」が続いています。しかし、市内でも児童生徒の交通事 

故が数多く報告されており、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。 今後とも、子供たちの見守り、ご協力を是非ともよろしくお願いします。 


