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学校教育目標 … 豊かな人間力をそなえ 自ら学ぶ たくましい子どもの育成 

             ～ 心も体も「元気」な子ども ～ 
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 ４６名の職員と５０１名の児童で、令和３年度の新学期がスタートしました。学校評議員、まちづくり協議

会、たんぽぽ会、ＰＴＡとして保護者の皆様など、地域の皆様の支えがあって令和３年度もスタートができま

した。本年度も変わらぬご支援をどうぞよろしくお願いします。 

 さて、始業式は行ったものの、未だに佐賀県下においても新型コロナウィルス感染拡大に予断を許さない状

態が続いています。３密「密閉空間」「密集場所」「密接場面」を避けるように努力し、「手洗い」「消毒」「換

気」を心がけ、感染拡大防止に努めて参りたいと思います。 

 なお、ご家庭においても感染リスクが高まる５つの場面などにご配慮いただき、制限がかかる中ではござい

ますが、子どもたちの教育活動の保障を行いたいと思います。もちろん、誹謗中傷や差別的な言動にも配慮し、

人権侵害が起こることがないよう、保護者様と共に手を組んでいきたいと思います。 

 

 

令和２年度末に１７名の職員が転出し、１９名の職員が転入して参りました。令和３年度は、４６名の職員

でスタートします。昨年度同様によろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度新学期のスタート！ 

新メンバーでのスタート！チーム開成！ 

坂井　文明 小田　めぐみ 1 校長 蒲原　博之 退職

田﨑　祐子 指導教諭 教務主任 陣内　太 2 主幹教諭 田中　和美 北波多小

1組 栗山　蘭子 やまびこ1 掘　茜 3 教諭 渕　美保 北川副小

2組 古川　直美 やまびこ2 水落　剛宏 4 教諭 山﨑　基子 久保泉小

3組 宮原　和也 やまびこ3 山下　雄大 5 教諭 仁位　彰子 久保泉小

1組 熊本　智子 やまびこ4 林田　真一 6 教諭 園田　翼 田代小

2組 江口　蓉子 やまびこ5 古賀　壽子 7 教諭 中野　応郷 若木小

1組 千綿　菜生 やまびこ6 吉岡　恵美子 8 教諭 川原　美咲 鏡山小

2組 松尾　悦代 おおぞら1 飯盛　直子 9 事務主幹 片渕　健士 兵庫小

3組 馬場　円香 おおぞら2 古賀　留奈 10 講師 隈本　雅樹 退職

1組 阿比留　晃弘 たんぽぽ1 堀越　直子 11 講師 内田　香織 附属小

2組 松尾　楓耶 たんぽぽ2 松本　拓巳 12 講師 廣重　祥子 退職

3組 藤﨑　富美 法村　初美 13 初任研指導教員 古賀　昇 諸富南小

1組 陣内　俊 岡本　絵梨香 14 事務員 志波　剛 大和中

2組 秀　大成 主事 富﨑　太一 15 生活指導員 城島　玲子 退職

3組 伊井　加奈子 事務 片渕　政晴 16 特別支援学級支援員 貞冨　朋子 新栄小

1組 長友　聡一郎 事務 土井　暁子 17 ＳＳスタッフ 築山　好恵 退職

2組 古川　稔季 図書 古谷　玲子

3組 小栁　まい 図書 植村　和男

江口　美佳子 吉原　真理子 1 校長 坂井　文明 御船が丘小

黑田　真弘 廣重　春奈 2 主幹教諭 田﨑　祐子 三里小

西　悟 小森　恵美 3 教諭 伊井　加奈子 基里小

千々岩　久美子 4 教諭 江口　美佳子 東原庠舎中央校

5 教諭 江口　蓉子 千代田西部小

6 教諭 堀越　直子 東原庠舎中央校

7 教諭 黑田　真弘 桜岡小

8 教諭 栗山　蘭子 中原小

9 教諭 松尾　楓那 東原庠舎中央校

10 教諭 山下　雄大 武内小

11 教諭 阿比留　晃弘 新規採用

12 教諭 千綿　菜生 新規採用

13 教諭 林田　真一 西与賀小

14 初任研指導教員 西　悟 巨勢小

15 主事 富﨑　太一 城東中

16 事務員 片渕　政晴 思斉中

17 生活指導員 廣重　春奈 中川副小

18 特別支援学級指導員 小森　恵美 春日北小

19 特別支援学級指導員 千々岩　久美子 新規採用
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【３年３組の学級担任について】 

 ３年３組の学級担任は、本務者として、馬

場 円香教諭が担任しますが、５月１０日

（月）から育児休業から復帰いたします。復

帰までは、黑田 真弘教諭（理科専科）が、

臨時の学級担任として指導にあたります。

どうぞよろしくお願いいたします。 



令和３年度 開成小学校学校経営案（グランドデザイン） 

佐賀市立開成小学校 

校 長 坂井 文明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「こんな学校を目指します」                    「こんな学校がいいな」 

   三部会や学年組織を有機的に機能させながら、チーム開成の「学校力」を高める 

◆ ルールを守る規律ある集団と、豊かな人間関係を育む学校 

   ・凡事徹底・規則正しい生活習慣・出番、役割、承認の実践 ・支持的風土の学級集団 

◆ 子どもの個性や特性を大切に、きめ細かで効果的な学習指導を行う学校 

   ・教材研究と授業実践力の向上 ・特別支援教育の充実 ・ＩＣＴ利活用教育の進化 

◆ 心も体もたくましく 希望をもってがんばる子どもが育つ学校 

   ・健康教育、体つくりの推進 ・キャリア教育の充実 ・地域と共に歩む教育実践 

 

【めざす子どもの姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルを生かした評価と改善 

保護者は           

  子供は            やりたい学校          教師は 

行きたい学校    「こんな学校にしてほしい」   勤めたい学校 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

豊かな人間力をそなえ 自ら学ぶ 

 たくましい子どもの育成 

～心も体も「元気」な子ども～ 

 

佐賀県の教育から 

○確かな学力を育む教育 

○豊かな心を育む教育 

○健やかな体を育む教育 

佐賀市教育振興基本計画 

豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが 

ふるさと「さが」を協働でつくる 

個性と創造性に富む人づくり 

今年度の重点目標 

 

やさしい子 かしこい子 たくましい子

◇元気のよいあいさつ 

◇ぽかぽかな言葉と行動 

◇認め支え合う児童集団 

◇最後まで話を聴く 

◇ねばり強く考える 

◇表現し伝え合う 

◇規則正しい健康生活 

◇夢や希望を抱く心 

◇ふるさと開成愛醸成 

地域に開かれた連携教育の推進 

開成っ子学習支援ボランティアのみなさん 

 

 

 

 

まちづくり協議会 たんぽぽ会 
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