
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 少人数指導は、○○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○○主幹、５、６年生
を○○教諭が担当します。 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校  長 小野 俊英 
教  頭 ○○ ○○ 
主幹教諭 ○○ ○○ 
１年１組 ○○ ○○ 
１年２組 ○○ ○○ 
１年３組 ○○ ○○ 
２年１組 ○○ ○○ 
２年２組 ○○ ○○ 
２年３組 ○○ ○○ 
３年１組 ○○ ○○ 
３年２組 ○○ ○○ 
４年１組 ○○ ○○ 
４年２組 ○○ ○○ 
５年１組 ○○ ○○ 
５年２組 ○○ ○○ 
６年１組 ○○ ○○ 
６年２組 ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 
あおぞら ○○ ○○ 

 
教務主任 ○○ ○○ 
少人数指導 ○○ ○○ 
体育専科 ○○ ○○ 
英語専科 ○○ ○○ 
初任者指導 ○○ ○○ 
書写専科 ○○ ○○ 
A L T  ○○ ○○ 
養護教諭 ○○ ○○ 
栄養教諭 ○○ ○○ 
事務職員 ○○ ○○ 
事 務 補 ○○ ○○ 
公 務 補 ○○ ○○ 
公 務 補 ○○ ○○ 
公 務 補 ○○ ○○ 
支 援 員 ○○ ○○ 
支 援 員 ○○ ○○ 
支 援 員 ○○ ○○ 
支 援 員 ○○ ○○ 
支 援 員 ○○ ○○ 
 
（育児休業）○○ ○○ 
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次に紹介のとおり、この度の人事異動で、新しい職
員を迎えて、今年度の八雲小学校の取組がスタートい
たしました。 
異動した職員も、本当に優秀な先生方でしたが、そ

れにもまして力強い職員を得て、とても頼もしく感じ
た年度の初日でした。 
新しい風を感じながら、常に前向きに子供たちの笑

顔のために取り組みますので、引き続きご理解とご協
力をお願いいたします。 
 
＜学級編成と担任について＞ 
今年度、本校は、通常学級が２クラス減となりまし

た。学級の設置基準は１クラス 40 人となっているた
め、3 クラスを維持するためには 1 学年 81 名以上の
児童が必要ですが、残念ながらその基準を下回り、3
年生以上がすべて 2 クラスとなり学級が大きく減り
ました。 
こうしたことから、学年を編成するうえで、担任が 

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

１年生下校指導（～１３日） 
     春の登校指導（～９日） 
８日（水）３時間授業（２～６年） 
     ２時間授業（１年） 
９日（木）給食開始（２～６年）通常授業開始 

      ２時間授業（１年） 二計測（６年） 
      尿検査（４～６年） 
１０日（金）２時間授業（１年）二計測（２年） 
      尿検査（１～３年）委員会① 
１３日（月）給食開始（１年） ４時間授業（１年） 

二計測（あおぞら） 
１４日（火）防犯教室（１年） 
      内科検診（午後）（２・６年） 
１５日（水）二計測（３～５年） 
１６日（木）二計測（１年） 
１７日（金）聴力検査（２年） 
２０日（月）聴力検査（３年・あおぞら） 
２１日（火）知能検査（２・４年） 聴力検査（１年） 
２２日（水）一斉下校顔合わせ  聴力検査（５年） 
２３日（木）耳鼻科検診（午後）（２、６年） 
２４日（金）認証式（放送） ３時間授業 
      尿検査（２次） 
２７日（月）視力検査（４年・あおぞら） 
２９日（水）昭和の日 
３０日（木）委員会② 視力検査（３年） 

新しい風を感じて            校長 小野俊英 

学級を持ち上がることが困難な状況となっており、６
年生については、修学旅行等の緊急の対応が必要なた
め据え置きましたが、それ以外では担任が代わること
となりました。 
子供たちにとっては、急な担任との別れとなってし

まいますが、いろいろな先生の個性や指導方法に触
れ、新たな人間関係を築いていく貴重な機会が増える
ことにもなります。ご理解いただきますようお願いい
たします。 
なお、学力向上を目指し、専科教員の配置を増やし

ていただいております。 
 

＜今年の合言葉＞ 
〇目を見てからあいさつ日本一 
〇やる気根気！ 
気持ちの良い挨拶で互いを認め合う姿勢を育むこ

と。加えて、挑戦する心と継続する力を育むことを目
指して、1 年間、子供たちとともに取り組みます。 

https://www.town.yakumo.lg.jp/site/yakumo-es/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1585819980/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzAzL2Jsb2ctcG9zdF8xNTk2Lmh0bWw-/RS=%5EADBB2GmyJjeLtbUaMLyzq0hNwDatjs-;_ylt=A2RCMY3LX4RexjwAKwOU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○○○の○○小学校から参
りました。人も地域も学校も魅
力的な八雲で働けることをと
てもうれしく思っています。世
界的に大変な事態の中、八雲小
の子供たちの笑顔がずっと続
くよう頑張っていきます。よろ
しくお願いします。 

 

はじめまして。○○○○か
ら来ました、○○ ○○と申
します。新しい土地で、子ども
たちと毎日を過ごせるのがと
ても楽しみです。一人一人認
め合える学級作りを目指しま
すので、よろしくお願いしま
す。 

 

 

 

 

○○ ○○（○○ ○○）（主幹教諭） 

○○ ○○ （○○ ○○）（教諭） 

○○ ○○（○○ ○○）（教諭） 

 ○○小学校より赴任しまし
た。八雲町に住んで１１年。い
つも身近で八雲小学校の子供
たちの活躍を拝見しておりま
した。その子供たちと一緒に
過ごせることを大変うれしく
思っております。どうぞよろ
しくお願いいたします。 

○○ ○○（○○ ○○）（教諭） 

 ○○○小学校から来ました
○○○○です。以前、八雲町に
住んでいたこともあり再びこ
の八雲小学校で働けることを
とてもうれしく思っていま
す。子どもたちのために一生
懸命頑張りたいと思います。
どうぞよろしくお願いしま
す。 

○○ ○○（○○ ○○）（教諭） 

 ○○ ○○小学校から来ま
した○○ ○○です。保護者
の皆様や地域の皆様と八雲の
地でのびのびと成長している
子どもたちのために精一杯努
めてまいります。よろしくお
願いいたします。 

○○ ○○（○○ ○○）（教諭） 

○○ ○○（○○ ○○）（教諭） 

 ○○○○小学校から参りま
した。外国語専科として３年生
から６年生までの外国語の授
業を担当します。子どもたちが
「楽しい！」と思えるような授
業を目指して邁進していきま
す。よろしくお願いします。 
 

 今年度より八雲小学校に採
用になりました。八雲小でたく
さんの子どもたちと学ぶこと
が楽しみです。まだまだ未熟で
すが、子どもたちと様々な経験
をして、共に成長していけるよ
う努めます。よろしくお願いし
ます。 

 

 この度、養護教諭として着任
しました○○ ○○です。みな
さんと会えることを、とっても
楽しみにしていました。みなさ
んが心身ともに、元気で健康に
学校生活を送ることができる
よう精いっぱい頑張ります。よ
ろしくお願いいたします。 

 

○○ ○○（○○ ○○）（養護教諭） 

 ３～６年生の書写を担当
します。以前にも勤務させて
いただいた八雲町です。様々
な面から子供たちの成長につ
ながるよう務めていきたいと
思います。どうぞよろしくお
願いいたします。 

○○ ○○（○○ ○○）（教諭） 

 ２年間の産休・育休から戻っ
てきました。再び八雲小の子ど
も達と一緒に過ごせることを
とても楽しみにしていました。
少しでもたくさんの子ども達
の笑顔が見られるよう、努力し
て参ります。どうぞよろしくお
願いします。 

 

○○ ○○（○○ ○○）（教諭） 

🌸 今年度の職員を紹介します 🌸 


