
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度 八雲小学校スタッフ紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 少人数指導は、〇〇教諭が４・５年生の算数を
担当します。 

○ 高学年理科は、４年生を〇〇主幹、５、６年生
を〇〇教諭が担当します。 

○ 英語専科（〇〇教諭）と書写専科（〇〇教諭）
は３年生以上を担当します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校  長 西田 浩人 
教  頭 〇〇 〇〇 
主幹教諭 〇〇 〇〇 
１年１組 〇〇 〇〇 
１年２組 〇〇 〇〇 
２年１組 〇〇 〇〇 
２年２組 〇〇 〇〇 
２年３組 〇〇 〇〇 
３年１組 〇〇 〇〇 
３年２組 〇〇 〇〇 
３年３組 〇〇 〇〇 
４年１組 〇〇 〇〇 
４年２組 〇〇 〇〇 
５年１組 〇〇 〇〇 
５年２組 〇〇 〇〇 
６年１組 〇〇 〇〇 
６年２組 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 

 
教務主任 〇〇 〇〇 
少人数指導 〇〇 〇〇 
体育専科 〇〇 〇〇 
英語専科 〇〇 〇〇 
書写専科 〇〇 〇〇 
A L T  〇〇 〇〇 
養護教諭 〇〇 〇〇 
栄養教諭 〇〇 〇〇 
事務職員 〇〇 〇〇 
事 務 補 〇〇 〇〇 
公 務 補 〇〇 〇〇 
公 務 補 〇〇 〇〇 
公 務 補 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
スクールサポートスタッフ 〇〇 〇〇 
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 本日、春の柔らかな陽ざしの中、子どもたちが元気

に登校してきました。令和 3 年度の始まりです。 

 着任式・始業式は、感染予防のためＴＶ放送で行い

ました。何か物足りない気持ちは残りましたが、新年

度のスタートを全体で確認するには十分でした。感染

対策がまだまだ必要なことと、今年度もしっかり続け

ることが子どもたちに伝わったと思います。 

 時間帯をずらして、74 名の新１年生が登校しまし

た。令和３年度の入学式です。唯一の来賓、〇〇ＰＴ

Ａ会長、保護者の皆様が見守る中、喜びいっぱいの笑

顔と立派に成長した姿を見せてくれました。 

私には、新年度を迎えると必ず頭に浮かぶ言葉があ

ります。茶道に由来する言葉「一期一会」です。 

「あなたとこうして会っているこの時間は二度と 

 

【４月行事予定】 
６日（火）着任式 始業式 入学式 
７日（水）３時間授業（２～６年） 
     ２時間授業（１年） 

１年生下校指導（～１３日） 
８日（木）３時間授業（２～６年） 
     ２時間授業（１年） 
     ２計測（５、６年） 
９日（金）給食開始（２～６年）通常授業開始 

      ２時間授業（１年） 二計測（３、４年） 
１２日（月）２時間授業（１年）二計測（２年） 
１３日（火）給食開始（１年） ４時間授業（１年） 

二計測（１年、あおぞら） 
１４日（水）聞き取り訓練 
      尿検査（４～６年） 
１５日（木）尿検査（１～３年、あおぞら） 
      防犯教室（1 年） 
１６日（金）PTA総会（予定） 
１９日（月）視力検査（５年） 
２０日（火）ＮＲＴ学力検査（２～５年） 

内科検診（１、６年） 
２１日（水）一斉下校顔合わせ（１、６年） 

視力検査（４年） 
２２日（木）２、４年知能検査、視力検査（３年） 
２３日（金）４時間授業 B 日課 

全校朝会・認証式（放送）、視力検査（２年） 
２６日（月）視力検査（６年）、校外パトロール 
２７日（火）視力検査（１年・あおぞら） 
２８日（水）尿検査（２次） 
２９日（木）昭和の日 
３０日（金）聴力検査（１、３年） 

「一期一会」  ～本日の出会いを大切に～        校長  西 田 浩 人 

巡ってはこない一度きりの時間。この一瞬を大切に、

今できる最高のおもてなしをしよう」 

 地球上に 78 億人という人がいる中、日本に生まれ、

北海道の八雲町で、同じ学年・同じ学級の仲間として

出会い、これから学校生活を共に送っていくのです。

「奇跡的な出会い」と表現しても大げさではないと思

います。 

出会いという縁を大切にしてほしいのです。相手

（人）を大切にするということは、自分も大切にされ

ることにつながります。 

「自分だけがよい」ではなく、「自分もよくて、みん

なもよい」。そんな学校をめざして、本日、八雲小学校

という令和３年度の巨大な船が出航しました。 

※今年度の重点等については次号でお知らせいたします。 
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とても縁のある八雲町で勤
務できることをうれしく思っ
ています。「自分大好き」「友達
大好き」「学校大好き」「八雲大
好き」そんな子どもたちを育て
られる学校を目指していきま
す。たくさんのお力添えをお願
いいたします。 

 

 

オホーツク管内の北見市の
学校から来ました〇〇と申し
ます。生まれも育ちも函館で、
八雲小で働けることをとても
うれしく思っています。八雲
小や子供たちの素敵なところ
を、これからたくさん見つけ
たいと思います。よろしくお
願い致します。 

 

 

 

西田 浩人（にした ひろと）（校長） 

〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）（教諭） 

〇〇〇〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

 長万部町立長万部小学校か
ら参りました。元気な子供た
ちに会えることを楽しみにし
ておりました。微力ながら、八
雲小の子供たちのために全力
で勤めてまいりますので、ど
うぞよろしくお願いいたしま
す。 

〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）（教頭） 

この度、函館市立椴法華小学
校より赴任して参りました。八
雲小の子どもたち一人ひとり
の健やかな成長を願い、充実し
た学校生活を送れるように精
一杯努めてまいります。保護者
の皆様をはじめ、地域の方々に
お世話になります。どうぞよろ
しくお願いいたします。 

 

〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）（教諭） 

 ジュエリーアイスが有名な
豊頃町の中学校から来ました
〇〇〇〇です。八雲町でたくさ
んの方々と関わりながら働く
ことを楽しみにしています。
日々子ども達と共に学び、日々
笑顔で過ごせるよう頑張りま
す。どうぞよろしくお願いしま
す。 

 

〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）（教諭） 

〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）（公務補） 

 函館市立柏野小学校から来ま
した〇〇〇〇です。北海道にき
て 10 年が経ち、函館を初めて
離れて八雲の土地に参りまし
た。八雲小の「きたえる子、学
ぶ子、思いやる子」のもと子供
たちとたくさん笑い合えるクラ
スを作っていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。 

 

 函館市立万年橋小学校から
異動して参りました。育児をし
ながら八雲町で過ごしてきた
ので、なじみのあるこの町で働
けることをうれしく思います。
八雲小の子供たちがのびのび
と成長していけるよう頑張り
ます。よろしくお願いします。 

 

 函館市立磨光小学校から参
りました〇〇〇〇です。母校で
ある八雲小学校で働けて大変
嬉しく思っています。子供たち
がより成長していけるよう尽
力していきます。これから、ど
うぞよろしくお願いします。 

〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）（教諭） 

この度、学校公務補として
八雲小学校で働けることを嬉
しく感じております。子供た
ちの成長の手助けができたら
いいなと思っています。微力
ではありますが、精一杯やり
ますので、よろしくお願いし
ます。 

〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）（教諭） 

🌸今年度の転入職員を紹介します🌸 

上記の９名の職員に加え、本年度は、 

・〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）  （教諭） 

・〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇） （支援員） 

・〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）  （支援員） 

・〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）  （支援員） 

・〇〇 〇〇（〇〇〇 〇〇〇）  （支援員） 

の計 14 名が八雲小学校の新たな職員に、 

加わりました。よろしくお願いいたします。 


