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■ 新学期のスタート                 

４月８日（月）に、１学期の始業式を、また、１１日

（木）には新１年生が入学し、宗方っこ４９５名が揃い

ました。新たに着任した１２名の職員と５名の転入生

も仲間入りしました。 

始業式では、新しい元号の「令和」には、「人々が

美しく心を寄せ合う中で、新しい文化が生まれ育つ」

という意味がありますが、令は「とってもよい」、和は

「なかよし」の意味があり、

漫画「ワンピース」の仲

間たちのように、「お互

いを信頼しあえる、とっ

てもなかよし」な宗方小

をめざしてほしいという話をしました。 

入学式では、PTA 会長をはじめ、多くのご来賓、

地域の皆様のご臨席を賜り、第４５回入学式を無事

に行うことができました。今年度の新入生は、７３名

です。元気いっぱいで登

校するために、「早寝・

早起き・朝ご飯」「元気な

あいさつ」の２点につい

て頑張るよう話しまし

た。 

 

 ●稙田中校区小中一貫教育 

平成２９年度に、稙田中学校、稙田小学校、宗方

小学校の３校は、市の小中一貫教育実践発表校に

指定され、小中９年間を見通した系統的な学びにつ

いて研究を進めています。 

中学校の先生が小学校の授業を参観し意見交換

したり、小中共通の学習規律や生活規律の確立な

どに取り組むこととしています。 

１１月７日（木）には、稙田中学校での公開研究発

表会を行います。本校は、算数と道徳の授業を提案

する予定です。 

 

 

■ 職員一覧                 

職名･担任等 氏  名 ◎新任・前任校等 

１年１組 小池 真利奈 ◎由布院小 

１年２組 三浦 尚子  

１年３組 藤田 さゆみ  

２年１組 田北 詩織  

２年２組 塩地 智恵子 ◎小佐井小 

２年３組 櫻木 美津代  

３年１組 見平 尚子 ◎西の台小 

３年２組 三代 理恵  

４年１組 原田 雅樹  

４年２組 吉田 美紀  

４年３組 後藤 三知代  

５年１組 眞田 貴子  

５年２組 黒岩 沙織 ◎別府南小 

５年３組 佐藤 大志 ◎南山田小 

６年１組 宇野 健史  

６年２組 後藤 晴夏  

６年３組 菅  智子  

ひまわり１ 大鶴 志保 ２年部 

ひまわり２ 小野 怜子 ６年部 

ひかり１ 古谷 道子 １年部 

ひかり２ 佐藤 庸子 ４年部 

ことばの教室 栁井 洋子 ３年部 

校長 栗林 正一 ◎県教育センター 

教頭 竹中 恵子  

主幹教諭 宮瀬 和廣 ◎山口小、３年部 

児童生徒支援 木本 憲秀 ２年部 

体育専科 朝久野 圭一 ◎川添小、５年部 

養護教諭 佐藤 益美 ５年部 

指導法改善 安部 昇 ◎松岡小、３年部 

学校事務 藤田 綾子 ◎ 

学校主事 竹林 和美  

学校栄養職員 山路 真理恵 ◎東稙田小 

図書館支援員 古屋 かんな  

ＩＣＴサポーター 今永 千春 ◎ 

学校だより

第１号 

大分市立宗方小学校 

TEL097-541-4499 FAX097-541-5297 

令和元年 ５月 発行 

【 学校教育目標 学び合い、支え合い、たくましく生きる子どもの育成 】 

入学式 

始業式 



職名･担任等 氏  名 ◎新任・前任校等 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 高畠 妙子  

ｽｸｰﾙｿｼｬﾙﾜｰｶｰ 安東 珠樹 ◎ 

補助員 工藤 涼子  

補助員 古庄 いずみ ◎ 

ＡＬＴ ネイサン  

給食調理員 小野 梨恵  

給食調理員 篠田 亜子  

給食調理員 足立 真美  

給食調理員 衛藤 明美  

給食調理員 工藤 明美  

給食調理員 本田 鼓  

 

 ●地域の見守りボランティア 

今年も、大分市交通指導員として、吉岡
よしおか

雄一
ゆういち

さん

（学校正門前）と有田
あ り た

忍
しのぶ

さん（四季デンタル付近）に、

朝の登校指導を行っていただいています。

    

また、各自治会やＰＴＡの皆様にも、児童の登下

校の見守りを行っていただいています。お陰様で児

童は安全・安心な登下校ができます。ありがとうござ

います。この１年間よろしくお願いします。 

 

 ●宗方小学校を愛する会 

学校正門にある

花壇を永年にわた

ってお世話いただ

き、いつも色とりど

りの季節の花が咲

いています。活動２０年目の上
かみ

江川
え が わ

公子
き み こ

さん、１５

年目の水田
み ず た

幸子
ゆ き こ

さん、１７年目の石田
い し だ

早苗
さ な え

さん、

８年目の伊東
い と う

スエ子さんの４人は、ご自身の健康

や幸せづくりになると笑顔で話していました。毎週

水曜日の８時３０分～１０時３０分の間に活動して

います。参加者を募集中だそうです。 

■ ５月（後半）・６月の主な行事  

５月 主 な 行 事 

２１日（月） クラブ活動 

２２日（水） 小教研、全市一斉退勤日 

２４日（金） 自由参観日、学校評議員会 

３０日（木） ６年修学旅行～３１日 

６月 主 な 行 事 

４日（火） 委員会活動 

５日（水） 読み聞かせ 

７日（金） 全校集会 

１０日（月） プール開き 

１１日（火） ４年見学遠足 

１２日（水） 小教研 

１３日（木） 耳鼻科検診（２、５年） 

１８日（火） 小中情報交換会、クラブ活動 

１９日（水） 読み聞かせ、眼科検診（１、４年） 

２０日（木） 宗方タイム 

２１日（金） ３年自転車教室 

２６日（水） 読み聞かせ、小中一貫互見授業 

２７日（木） １・２年ＰＴＡ 

２８日（金） 音楽集会、３・４年ＰＴＡ 

 

 

●各種相談窓口について 

新しい環境に適応できずに、ＧＷを過ぎた頃から

学校や仕事への興味関心を失ったり、頑張りすぎた

りして無気力な状態になってしまう。いわゆる「５月

病」です。このような症状やいじめなど、各種相談が

ありましたら、以下へご連絡ください。 

・保健室（佐藤） ・ことばの教室（栁井） 

・職員室（教頭） ・ＳＳＷ（安東、毎金） 

 

※自己紹介 

４月の異動で校長として赴任してきました栗林
くりばやし

正一
しょういち

です。県

教委では、体育スポーツ、保健・安全、職員研修に関する仕

事をしていました。教科は保健体育、柔道６段、週２は地域で

ミニバレー、別大国道を別府まで歩いて行き温泉に入るなど、

体を動かすのが好きです。よろしくお願いします。 

有田さん 吉岡さん 

始業式 


