
 《 小野連携型小中一貫校便りNO.1 Ｒ１/５/１０ 》

小 野 の 学 舎
ま な び や

文責 藤岡市立小野小学校 校長 宮澤克巳（22-2546）
藤岡市立小野中学校 校長 吉崎 仁（24-0104）

小中一貫教育の充実とコミュニティ・スクールの推進

小野小・小野中学校は、連携型小中一貫校として、「夢に向かってかがやく子（挑戦
・共生・自立）」の育成を目指し、「学びのつながり」「友達とのつながり」「家庭・
地域とのつながり」を柱に「９年間の学びを大切にする学校」「地域とともに子どもを
はぐくむ学校」づくりに取り組んでいます。
今年度は、特に、昨年度からスタートしたコミュニティ・スクールとの取組を一層推

進し、学校・家庭・地域が協働しながら、子ども一人一人の学力向上と健全な育成を図
っていきたいと考えています。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

＜小野連携型小中一貫校 今年度の重点＞
○コミュニティ・スクールの推進
・「夢に向かってかがやく子」育成アクションプランをもとに、目指す子どもの姿に向
け、学校、児童・生徒、家庭、地域それぞれの役割を明確にして取組を進めていきま
す。（アクションプランは、各区長様を通じて各家庭に配付されますのでご覧くださ
い。）

○９年間のつながりのある教科等指導の推進
・連携型小中一貫校として、確かな学力を身に付けた子どもを育成するために、小中合同
教科部会や合同研修会（年４回実施）による質の高い授業づくりを行います。

・中学校教員の小学校への乗り入れ授業により小中のつながりのある指導に努めます。
６年（理科・図工・外国語活動）５年（外国語活動）

・小野小学校５・６年生の教科担任制により、教科指導の充実を図ります。
○子どものよさを認め、ほめ、励ますなど「やる気」（主体性）を育てる生徒指導の推進
○子ども主体のいじめ防止活動による、いじめの未然防止及び早期発見・早期解決

ボランティアのつどいを開催しました
４月２３日（火）、小野小学校・小野中学校で図書館・読

み聞かせ・クラブ活動・ミシン指導等のボランティアの方々
や、地域の安全パトロール、区長会、民児協、更女会よりた
くさんの方々のご参加をいただき、ボランティアのつどいを
開催しました。はじめに田中教育長様より藤岡市の目指して
いるコミュニティ・スクールについての説明をいただき、後
半はグループ協議を行いました。ご参加の皆様より、日頃の
ボランティア活動やそのやりがいや苦労、さらに、「こんな
子ども達に育って欲しい」という思いなど発表していただき
ました。活発な意見交換から、地域のみんなで、子ども達を
健やかにはぐくんでいこうとする温かな雰囲気を感じました。

＜平成３０年度末人事異動による転出職員の紹介 お世話になりました＞
≪小野中学校≫ ≪小野小学校≫
教諭 西井 寛 鬼石中学校へ 教頭 村田 仁志 藤岡第一小学校へ
教諭 須藤ゆう子 東中学校へ 教諭 藤巻 直子 高崎・片岡小学校(教頭)へ
教諭 石田 卓哉 富岡・妙義中学校へ 教諭 髙橋 秀直 美九里東小学校へ
教諭 新井 重信 北中学校へ 教諭 大家真由美 藤岡第二小学校へ
教諭 髙田 孝幸 高崎・南八幡中学校へ 教諭 宇津木志緖 神流小学校へ
教諭 間正 卓磨 退職 教諭 杢師 正美 高崎・佐野小学校へ
支援員 黒澤 陽子 退職 教諭 櫻井 彩 草津・草津小学校へ
業務員 松原ます子 退職 特支助手 中里 美穂 鬼石小学校（教諭）へ

支援員 絹野 千春 退職
後補充 佐藤 幸恵 高崎・倉賀野中学校(教諭)へ

（裏面もご覧ください）



＜平成３０年度末人事異動による転入職員の紹介 よろしくお願いいたします＞
≪小野中学校≫ ≪小野小学校≫
教諭 神 知己 高崎・中央小学校より 教頭 浅見 礼子 藤岡第二小学校より
教諭 永岡 久和 東中学校より 教諭 櫻井 恭子 神流小学校より
教諭 木内 嵩道 新採用 教諭 金子 知子 高崎・豊岡小学校より
教諭 廣木 拓 新採用 教諭 吉田 真吾 高崎・中室田小学校より
支援員 吉田 豊彦 東中学校より 教諭 松田七奈重 伊勢崎・北第二小学校より
業務員 小屋原 円 新採用 教諭 山田 育代 新採用
※ 山田 瑞恵 育児休業から復帰 教諭 杉本 裕子 東中学校より

教諭 岩﨑 直美 神流小学校より
教諭 藤間 夏美 新採用
支援員 砂盃 治美 北中学校より
後補充 田上 薫子 神流小学校より

＜小野小・小野中学校の教職員です。よろしくお願いいたします。＞
≪小野中学校≫（担当教科・担当部活動） ≪小野小学校≫ （主な教科担当 等）
校 長： 吉崎 仁 校 長： 宮澤 克巳
教 頭： 川田 貴子 教 頭： 浅見 礼子
教務主任： 山田 章恵（英語・卓球部） 教務主任： 田村麻紀子（６年国語）
１年主任： 齋藤 秀次（体育・バレー部） 算数専科： 髙田あけみ（５・６年算数）
１年１組： 佐藤 真一（英語・男バスケ部） 理科専科： 中村 武（４・５年理科）
１年２組： 神 知己（理科・バレー部） 音楽専科： 上原 和音（３～６年音楽）
１年３組： 田嶋 弘典（音楽・吹奏楽部） 家庭科専科： 杉本 裕子（５年家庭科）
副 担 任： 中村 順子（美術・美術部） ひま わ り １ 組： 丸山 昌弘（特別支援学級主任）
副 担 任： 廣木 拓（数学・バスケ部） ひま わ り ２ 組： 福留 雅子
２年主任： 塚本 威足（社会・女ﾃﾆｽ部） ひ ま わ り ３ 組： 藤間 夏美
２年１組： 篠﨑 巧（国語・男ﾃﾆｽ部） ひ ま わ り ４ 組： 関 政智子
２年２組： 江口 佳那（英語・女ﾃﾆｽ部） １年１組： 徳井 靖子（学年主任）
２年３組： 熊木 春奈（家庭・男ﾃﾆｽ部） １年２組： 田中 優花
副 担 任： 山田 瑞恵（理科・科学部・新体操部） １年３組： 岩﨑 直美
副 担 任： 布施 昭人（数学・卓球部・体操部） １年４組： 加藤 愛美
３年主任： 清水 克也（数学・野球部） ２年１組： 梅原 尚子（学年主任）
３年１組： 齋藤 博幸（社会・野球部） ２年２組： 金子 知子
３年２組： 和田 佑果（国語・吹奏楽部） ２年３組： 飯野希和子
３年３組： 高岩 友美（保体・女ﾊﾞｽｹ部） ２年４組： 小林奈津美
副 担 任： 櫻井 大起（理科・陸上部） ３年１組： 山岸 陽子（学年主任）
副 担 任： 木内 嵩道（技術･男バスケ部） ３年２組： 松田七奈重
５組担任： 宮村あゆみ（女バスケ部） ３年３組： 吉田 圭介
６組担任： 田代 和也（陸上部） ４年１組： 中島 史人
拠点校指導教員： 永岡 久和（水泳部） ４年２組： 櫻井 恭子（学年主任）
養護教諭： 小林 真理 ４年３組： 山田 育代
事務主事： 須藤 輝正 ５年１組： 野口由佳里（学年主任 国語）
特別支援学級助手： 針谷 晴美 ５年２組： 唐澤 拓弥（算数）
相 談 室 相 談 員： 吉田 豊彦 ５年３組： 新井 咲江（社会・図工）
業 務 員： 小屋原 円 ６年１組： 本田 剛俊（学年主任 社会）
業 務 員： 若林袈裟雄 ６年２組： 吉田 真吾（算数）
Ａ Ｌ Ｔ： カミラ・ウェバー ６年３組： 狩野 真凜（家庭科）
初 任 研 後 補 充： 吉田 豊彦（技術） 養護教諭： 中森 綾子
育 休 中： 竹内梨津子 事務主事： 笠原 巨稔
育 休 中： 清水みなみ Ｓ Ｓ Ｓ： 中原 里紗（スクール・サポート・スタッフ）

特別支援学級助手： 花ヶ﨑直子
特別支援学級助手： 高橋 洋子
特別支援教育支援員： 田村 陽子
特別支援教育支援員： 砂盃 治美

ｽ ｸ ｰ ﾙ ｶ ｳ ﾝ ｾ ﾗ ｰ：大多和則子（小中学校共通） 業 務 員： 鮎川寿美恵
業 務 員： 平岩 哲郎

巡回図書館司書：大黒 早苗（小中学校共通） Ａ Ｌ Ｔ： ヒカル・タンジ
初 任 研 後 補 充： 田上 薫子
初 任 研 後 補 充： 砂盃 治美
育 休 中： 神山 恭子


