
創立 145年の竜王小学校がスタート！ 

今年も「明るく元気な竜の子」の育成をめざして

校長の奥山賢一です。今年で

竜王小学校長 5年目となりま

す。今年も「全ては子どもたち

の幸せのために」を合い言葉

に，職員と一丸となって「明る

く元気な竜の子の育成」に努め

て参ります。相変わらず宜しく

お願いいたします。 

さて，ようやく桜の花が咲き

揃った 4月 6日(木)に，新任

式，始業式，入学式が行われ，

竜王小学校の平成 29年度が全校

児童 441名・教職員 40名でスタ

ートしました。 

＜平成 29年度教職員＞ 

校  長 奥山 賢一  

教  頭 近藤 健一  

主幹教諭 内藤  賢 教務主任 

生徒指導主任 平沼 公香 研究主任 

１年１組 武田 真弓 

１年２組 中村 早苗 学年主任 

１年３組 小宮山文香 

２年１組 中嶋 麻美  

２年２組 小林 順子学年主任 

２年３組 新開 友香  

３年１組 小澤 美寿  

３年２組 堀内 美幸 学年主任 

３年３組 足達 亮祐 

４年１組 有賀 拓也 

４年２組 長谷川佳代 学年主任 

５年１組 今津 裕也 

５年２組 伊東 恵子 学年主任 

５年３組 清水  仁 

６年１組 伊藤 義嗣 

６年２組 藤森富美子 学年主任 

たんぽぽ１組 窪田さやか  

たんぽぽ２組 鈴木 方子  

サポートルーム 堀内 美穂  

サポートルーム 坂本 礼子  

養護教諭 相原ちひろ 保健主事 

司  書 眞下由加利 

栄養教諭 澁谷 圭吾  

事務主任 小澤 奈美  

非常勤講師 佐野 弘子 

非常勤講師 青木 ゆか 

非常勤講師 宮川 初美 

学校支援員 塩沢 千絵  

学校支援員 手塚 菜摘  

学校支援員 保延 真琴  

Ａ Ｌ Ｔ デリクソン・フリン 

調 理 員 山下 由美 

調 理 員 中山美津子  

調 理 員 丸山 由佳  

調 理 員 柴山 和美  

調 理 員 望月 貴子  

育 休(教諭) 田中竹生子 ＊１年期間 

育 休(教諭) 藤本美保子 ＊１年期間 

育 休(教諭) 小林 智恵 ＊１年期間 

育 休(教諭) 金子えりか ＊１年期間 

育休(栄養教諭) 中込 ユキ ＊１学期館 

子どもたちから進んであい

さつする力が身についてきま

した。保護者の皆様，地域の

皆様には，子どもたちの健全

育成にこれからもお力添えを

よろしくお願いします。 

＊「竜王小だより」は月に 1

回の月刊号と時折の増刊号で

学校の様子をお知らせする予

定です。またホームページに

カラー版を掲載します。ホー

ムページは日々更新していま

すので，お気軽にアクセスし

てみてください。 
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＜新任職員の紹介＞ 

    
内藤  賢     武田 真弓 

    
中嶋 麻美      小宮山文香 

  
足達 亮祐     澁谷 圭吾 

  
宮川 初美     眞下由加利 

   
望月 貴子    デリクソン・フリン 

 

 学校のホームペ

ージにアクセスで

きるＱＲコードで

す。ケータイ・スマ

ホ・タブレットから

アクセスできます。

ぜひご覧ください。 

電 話 055-276-2380 

ＦＡＸ 055-279-3161 

編集：校長 奥山賢一 



67名の新入生を迎え，入学式が行われました 
4月 6日(木)午前 10時から体育館で，多くのご来賓が参列され

る中，平成 29年度入学式が行われました。担任の武田真弓先

生，中村早苗先生，小宮山文香先生から呼名されると，1年生か

ら元気よく返事が返ってきました。話をしっかり聞くことができ

たので「花丸」をあげることができました。早く学校生活に慣れ

て「明るく元気な竜の子」の一人としてしっかりと成長してほし

いと願っています。 

一年生を迎える会 も行われました 
4月 14日(金)の２校時に，一年生を迎える会が体育館で行われ

ました。この会は全校で楽しめる内容になるよう，児童会本部が

企画準備してきました。当日は６年生が１年生の手をひいて入場

し，クイズやゲームが行われ親睦を深めていました。「竜王小学

校○×クイズでは竜王小学校の年齢や校長先生の好きな教科など

もクイズとなり竜王小学校についての理解を深めていきました。

児童会本部の皆さんや上級生のお陰で，1年生はこれから益々，

楽しい学校生活を送ることができますね。 

全国学力調査と山梨県学力把握調査 
4 月 18日(火)に，６年生は全国学力調査(国語・算数・質問紙)

を，３年生と５年生は山梨県学力把握調査(国語・算数)を行いま

す。この 2年間，本校で行っている学習の成果がこの学力調査で

反映されてきています。今年も学校での学習に加え，家庭学習に

も力を入れてきた成果が発揮されることを願っています。 

学習規律：「明るく元気な竜の子１５箇条」 
 今年も，「明るく元気な竜の子 15箇条」を全校で取り組んで

いきます。下駄箱の靴の揃え方がこれまでの左寄せから，甲斐市

統一ルールで中央揃えに変わりました。子どもたちはとても頑張

っています。 

＊学校生活を送る上での全校共通ルールです。指導においては

「ポスターなどで図解」して指導しています。ぜひご家庭でもあ

いさつや持ち物・靴の整頓などをご指導ください。詳しくは「生

徒指導だより」(後日発行)をご参照ください。 

iPadやWindowsタブレット等ＩＣＴ機器を使っ
た学習の取り組みを行っています 
 本校では，教師が iPadや Windowsタブレットを使って，子

どものノートに書かれた説明を記録しアプリの座席表ポートフォ

リオに収録したり，他のアプリも使ったりして，授業での発言順

を決めながら，子どもたちの考えを伝え合い比べ合う中でよりよ

い考えを追究する学習を低学年から行っています。4年生では山

梨県立大学の学生さんが iMovieというビデオ編集のアプリや，

keynoteというプレゼンソフトの使い方の指導に来てくれていま

す。高学年ではそれらのアプリを使って調べ学習や調査活動，校

外活動で，記録や発表の道具として使用しています。それ以外に

教室の 50インチモニタにデジタル教科書を投影しながらの学習

も行っております。これまで 4年間これらのツールや機材を使っ

た学習を行ってきており，その成果が表れてきております。今後

もご理解とご協力を賜りますよう，宜しくお願いします。 

 
6 年生と手をつないで入退場した 1 年生 

1年生を迎える会で人数集めゲーム 

市教委からの研究指定書交付 

 
激励状を真剣にもらう代表委員たち 

<明るく元気な竜の子１５箇条> 

1 だれにでも元気にあいさつします 

2 げた箱は きちんとそろえて 日本一 

3 時計見て ちょっと前には席に着く 始まる時刻を  

守ります 

4 ふで箱のなかみをきちんとそろえます 

5 ピン ぴた 手 へそ 正しい姿勢で座ります 

6 授業のあいさつ 声もおじぎも そろえます 

7 場面に応じて 声の大きさ考えます 

8 右手ピン呼ばれたら「はい」とはっきり答えます 

9 聞き方「あ・い・う・え・お」 

10 話し方「あ・い・う・え・お」 

11 かいだん ろう下 静かに歩いていどうします 

12 職員室には 礼儀正しく入ります 

13 大人にはていねいな言葉 友達にはやさしい言葉 

14 給食 そうじ みんなでテキパキはたらきます 

15 ロッカーつくえ整とんして,気持ちよく帰ります 

＊学校生活を送る上での全校共通ルールです。指

導においては「ポスターなどで図解」して指導して

います。ぜひご家庭でもあいさつや持ち物・靴の整

頓などをご指導ください。 

  
先生方に手を引かれ入場した 1 年生 

 
話をしっかり聞けたので花丸をあげました 

 
黄色い帽子と防犯ブザーを頂きました 

   
6年生が「世界が一つになるまで」を合唱しました 

  
全校で校歌を歌った「一年生を迎える会」 

 
5・6 年生が周回水路の清掃をしました 

 
大型ＴＶに iPad やＰＣのデジタル教科書を表

示した考える学習が行われています 


