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学校教育目標  

「夢に向かって  未来を切り拓く  豊かな心 確かな学力 たくましい体  の児童の育成」 

 

４月が終わりました。各学年ともに着実なスタートを切り，学
習に運動に笑顔で取り組む子供たちの姿が随所に見られました。
１年生も日ごとに学校生活に慣れ，新しい友達と仲良く過ごすこ
とができました。また，大型連休を大きな事故等なく乗り切るこ
とができ，職員一同胸をなでおろしているところです。これらも
ひとえに保護者の皆さまのご理解とご協力のおかげだと，心より
感謝申し上げます。加えて，過日の授業参観，リモートでの学級
懇談へも，ご多忙の折にもかかわらずご参加いただき，誠にあり
がとうございました。  

さて，新緑の香る５月に入りました。子供たちが学習に運動に
さらに打ち込むのに適した季節です。今月は遠足や校内陸上記録
会等の行事，交通安全教室や通学路ウォッチング等の安全に関す
る活動も予定されています。それらを通して，集団行動のきまり
を確認したり，自分の安全を自分で守る力を育成したりしたいと
考えています。今月もどうぞよろしくお願いいたします。  

 

【５月の予定】  
６日（金）ＰＴＡ役員研修会  
９日（月）クラブ活動（４～６年生）  

１０日（火）諸費引落日  
１２日（木）尿検査（１次）  交通安全教室  
１３日（金）尿検査（１次）  
１６日（月）民生委員によるあいさつ運動  
１９日（木）２年生遠足（ひたち海浜公園）     ※予備日６月  ８日（水）  
２４日（火）歯科検診  
２５日（水）３年生遠足（筑波山）         ※予備日６月  ９日（木）  
２６日（木）校内陸上記録会（５，６年生）     ※予備日５月２７日（金）  

スクールカウンセラー  菅谷千夏先生来校  
３１日（火）通学路ウォッチング  
 

【先生方にインタビュー】  
 

①趣味は何ですか？  ②小学校時代の一番の思い出は？  ③児童のみなさんに向けて一言  

 
1 年 1 組担任  宮田 由紀子（みやた  ゆきこ）  

①体を動かすこと  

②バスケットボールの練習や試合  

③毎日元気に明るく学校にきてください。  

1 年２組担任  榊原 千夏（さかきばら  ちか） 

①キャンプ（勉強中です。）  

②遠足でディズニーランドに行ったこと  

③何事にも前向きに取り組み、元気に楽しく生活
しましょう。  

２年 1 組担任  山岸 薫（やまぎし  かおる）  

①読書（マンガ）  

②運動会が何より好きでした  

③笑顔であいさつ平井の子  家でも学校でも地
域でも意識していこう !! 

２年２組担任  塚本 民江（つかもと  たみえ）  

①手芸（小物づくり）  

②ハーモニカと鉄棒の練習  学芸会（１年生でお
母さん役，２年生で金太郎役をしたこと）  

③笑顔で元気にあいさつできる皆さん素晴らしいです。 

３年 1 組担任長者久保  俊（ちょうじゃくぼ  しゅん） 

①子供と遊ぶ（家でも学校でも）  

②修学旅行で（青森から）北海道に行ったこと  

③勉強、運動に頑張って楽しく過ごしましょう。  

３年２組担任  渡邊 剛（わたなべ  たけし）  

①釣り、野球  

②理科の実験でミョウバンの結晶をつくったこと  

③メリハリをつけて明るく元気な平井小をつくっ
ていきましょう。  



４年 1 組担任  宮永 真美（みやなが  まみ）  

①楽器の演奏バスケットボールの練習や試合  

②６年生の運動会でソーラン節を踊ったこと  

③何事も前向きに！一緒にがんばりましょう！  

４年２組担任  笠貫 優奈（かさぬき  ゆうな）  

①アニメを見ること  

②修学旅行で鎌倉とキッザニアに行ったこと  

③毎日明るく元気に楽しく過ごしましょう！  

５年 1 組担任  髙須 茂樹（たかす  しげき）  

①音楽を聞くこと  

②剣道をやっていて郡大会で優勝したこと  

③ルールを守って楽しい学校生活を一緒に送っ
ていきましょう。  

５年２組担任  三浦 聖史（みうら  きよふみ）  

①旅行  

②５，６年生の２年間、委員会でお昼の放送を担
当したこと（失敗も含めて）  

③６年間、よく遊び、よく学んでください。  

６年 1 組担任  石塚 雅美（いしづか  まさみ）  

①鹿島神宮ウォーキング  

②市のソフトボール大会で優勝したこと  

③何事にも全力で取り組み、思い出に残る一年に
しましょう。  

６年２組担任  小室 隼人（こむろ  はやと）  

①サッカー観戦、犬とお出かけ、ウクレレ  

②修学旅行で日光に行ったこと  

③一日一歩成長することを目指しましょう。  

ひまわり 1 担任  井上  美佐子（いのうえ  みさこ） 

①神社、お寺めぐり  

②神奈川県から茨城県に引っ越したこと（言葉に
びっくりしました。）  

③いろんなことに楽しんでチャレンジしよう。  

ひまわり２担任  曽我 あずさ（そが  あずさ）  

① Shopping 

②田植えと稲刈り（初めての経験でとても楽しか
ったです。）  

③楽しい学校生活にしましょう♪  

あおぞら 1 担任  真家 恭子（まいえ  きょうこ） 

①歌うこと  

②旧校舎と新校舎の両方に通ったこと  

③目標をもち、最後まであきらめないでがんばっ
てください。  

あおぞら２担任  大曾根  真一（おおそね  しんいち） 

①ランニング  

②市内の水泳大会自由形 25m で２位になったこと  

③毎日楽しく生活していきましょう。よろしくお
願いします。  

ことば担任  原 輝子（はら  てるこ）  

①散歩、ハイキング  

②「歩く会」疲れたけど楽しかったこと。  

③明るく元気なみなさんと楽しい学校をつくっ
ていきたいです。  

体育大好き推進委員  茂木  麻帆（もぎ  あさほ）  

①ショッピング  

② 6 年生の時にタイムカプセルを埋めたこと  

③今年も体育が好きな人が増えるといいな♪よろ
しくお願いします！  

AT 野見山 久美子（のみやま  くみこ）  

①スポーツ観戦  

②茅ケ崎の海の近くで同級生皆とキャンプして
泊ったこと  

③早寝早起き三食たべて元気に頑張りましょう。  

AT 中原 明美（なかはら  あけみ）  

①読書，犬の散歩  

②修学旅行で（山口県から）広島県の宮島と原爆
ドームに行ったこと  

③元気にあいさつしてくれるととてもうれしいです。  

配膳員  中村 浩子（なかむら  ひろこ）  

①食器集め  

②４年生の担任の先生が教室のストーブで焼き
芋を作ってくれたこと  

③今年も元気いっぱい，よろしくお願いします！  

用務員  加藤 よし子（かとう  よしこ）  

①洋裁  小物づくり  

②運動会のお弁当は，酢飯がいっぱいに詰まった
おいなりさん  

③夢に向かって頑張ってください。  

図書館司書  内山 紗也香（うちやま  さやか）  

①レトロ喫茶店巡り，美術館巡り  

②大好きな先生と出会えたこと（大人になっても
仲良し！）  

③図書館でみなさんのことをお待ちしていま
す！素敵な本に会えるといいね。  

ALT Virginia Manoba（GINIE ジニー）  
①Reading, watching movies, cooking and traveling  

②The first day of school, teachers and friends , fun 

school events ③Please study well,  and enjoy school 

life.  Be nice to everyone and always say kind words.  

Always do your best and believe you can do it!!  

事務係長  前島 博子（まえしま  ひろこ）  

①好みの雑貨を見つけること  

②遊具がたくさんあって楽しかったこと  

③今年もみなさんと同じ校舎で過ごせることが
とてもうれしいです。よろしくお願いします。  

養護教諭  平須賀 貴子（ひらすが  たかこ）  

①ここ数年はパッチワーク  

②学校帰りに習字に行き，そこでおやつをもらっ
て食べたこと  

③快眠，快食，快便そして笑顔が健康のひけつ！  

教務主任 亀山 雄司（かめやま  ゆうじ）  

①競馬観戦  

②４年生の持久走大会でラスト５人抜き１位！  

③笑顔いっぱいの平井小の子供たちが大好きで
す。今年もがんばろう！  

教頭  菊巒 隆博（きくやま  たかひろ）  

①ランニング  読書  

②夏休みのサッカーの練習の後に先生が作ってく
れた冷たいカルピス  

③早寝  早起き  朝ごはん  

校長  谷田川 明美（やたがわ  あけみ）  

①スキー  読書  散歩  

②全校集会「ど～んとやってみよう集会」を６年生で考え失敗しながら準備・実施したこと  

③ 2022 年は一度きり。コロナに負けず，できることを考え工夫しながら挑戦していきましょう。   

職員一同，力を合わせて頑張って参ります。どうぞよろしくお願いいたします！  


