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            児童数：１６６名 
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4 月 11 日、青空を背に咲き誇る校庭の桜が 27 名の新一

年生の入学を祝ってくれました。昨年度に引き続き、感染

症拡大防止対策のため来賓の皆さんを招待することなく内

容も簡素化しながらの入学式となりました。担任の先生に

名前を呼ばれて緊張しながらも「はい！」と返事をする一

年生の様子は大変可愛く、学校に笑顔があふれました。 

校長の「今日から、土山小学校の

大切な一人です。」という言葉に大きくうなずく子もいて、小さな

体にみなぎる意欲をうかがうことができました。 

 今年度も、土っ子たちを本校教職員が一丸となって全力で導い

ていきたいと、決意を新たにしております。保護者の皆様、地域

の皆様、今年度もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

ふるさと土山に誇りを持ち、未来を切り拓く、夢と力と心を育む児童の育成 
★元気な子……〇<夢> 意欲 なりたい自分への挑戦 笑顔    があふれる元気な子 

★考える子……〇<力> 学びにむかう力 思考力 表現力 判断力 があふれる考える子 

  ★助け合う子…〇<心> 豊かな心 読み解く心 土山を愛する心  があふれる助け合う子 

 

                   令和４年度 №１ 発行 CS土山 事務局  66-0039 

昨年度「コミュニティスク 

ール土山だより」№８でお知 

らせしました“花の寄せ植え 

おもてなし事業“。温かくな 

るまで JAさんにビニールハウ 

スでお世話いただいていまし 

たが、いよいよ４月１５日(金)に運び込まれ土山サービスエリアで展示

されることとなりました。どんな寄せ植えになったのでしょう⁉ぜひ、足

を運んでいただき、ご鑑賞ください。 

考 え る 子 
助 け合 う子  
元  気  な  子  

<<<学校教育目標>>> 

 

 

 

○つながろう ○ちいきとともに ○やってみよう なか○まとともに 

土山小学校だより 
（令和４年度 第１号） 

 



 

 

★転出★ 校長 立岡 秀寿 再任用終了  

教諭 桂 晴樹  滋賀県教育委員会へ  

教諭 瀬戸山 茜 甲賀市立希望ヶ丘小学校へ  

 ～これまで本当にありがとうございました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年・学級 児童数 担任名 

なでしこ１   ５ 森地 悟史 

なでしこ２   ８ 北沢 未紗 

１年 ２５ 堤 基也 

２年 ３１ 藤本 愛 

３年 ２２ 田中 優介 

４年 ２５ 松尾 幸澄 

５年 ２８ 藤田 教仁 

６年 ２２ 井上 優佳 

計 １６６ 教職員数(常勤)１５名 

校長 佐々木 直子 教頭 西出 麻由美 

教務主任 秋山 緑 事務主査 中嶋 多恵子 

養護教諭 淺尾 政子 用務員 岩室 厚子 

非常勤講師 藤林 克美 非常勤講師 福井 ゑつ子 

非常勤講師 山本 嘉 非常勤講師 清水 悦子 

非常勤講師 宝本 千晴 非常勤講師 瀬戸山 康子 

非常勤講師 大家 節子 市専科講師 渡邊 早織 

非常勤講師 木下 早百合 通級指導教室 平尾 美智代 

非常勤講師 早川 美文 ALT エミリー・チェリー 

非常勤講師 木下 澄子 学校司書 宮原 祥子 

非常勤講師 西村 忠三 ICT支援員 市井 信之 

スクールサポートスタッフ 久保 瑞希 スクールサポートスタッフ 小林 かの 

母語支援員 モリモト・マレッサ   

 

★よろしくお願いいたします★ 

14(木) うぐい川遠足 
PTA 学年委員選出会議 

18(月) 委員会活動 
19(火) 学学調査 6 年 甲賀

市版学力調査 4.5 年 
    PTA 合同委員会 
    PTA 正副部長会 
20(水) 人権の日 
21(木) 学学調査6年(児童質

問紙：オンライン) 
22(金) オアシス運動(本部) 
    学習参観 学年懇談会 
25(月) 心電図 1.4 年 
26(火) 避難訓練 
    諸費引き落とし日 
29(金) 祝・昭和の日 
5/2(月) 全校集会 
  3(火) 祝・憲法記念日 
 4(水) 祝・みどりの日 
 5(木) 祝・こどもの日 
 9(月) 出会い WEEK① 

10(火) 出会い WEEK② 検尿 
11(水) 出会い WEEK③ 検尿 
    つくしんぼ 
12(木) 出会い WEEK④ 
13(金) 本バス  

内科検診 2.5.6 年 
16(月) 委員会活動 
18(水) 人権の日 
20(金) 歯科検診 3.6年なでしこ 
23(月) クラブ活動 
25(水) 新体力テスト 
26(木) 諸費引き落とし日 
27(金) 内科検診 1.3.4 年な

でしこ 
30(月) ごみゼロの日 

校長 佐々木 直子(ささき なおこ) 
朝宮小からまいりました。土っ子のみ

なさんが毎日笑顔で過ごせる学校づく
りに努めます。よろしくお願いします。 

教諭 松尾 幸澄（まつお ゆきずみ） 
 甲南第二小より赴任してまいりました。子
どもたちが楽しく生き生きと学べるよう精
一杯がんばります。よろしくお願いします。 

教諭 藤本 愛(ふじもと あい) 
2 年間のお休みから復帰

しました。元気いっぱいの土
っ子のみなさんと過ごせる
ことを楽しみにしていまし
た。よろしくお願いします。 
 
 
 



 


