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『もっと いい学校』をめざして

御挨拶を申し上げます。昨年度に引き続き，常永小学校 校長を務めさせていただき
ます深澤秀興（ふかさわ ひでおき）と申します。
保護者，地域の皆様方には重ねてお世話になりますが，どうぞよろしくお願い致し

ます。
年度の始めにあたり，本年度，どのような考えで学校経営を行っていくか，御説明

をさせていただきます。
６年間の学校生活を通して，学校教育目標に掲げる「ともに学び合い，心豊かにた

くましく生きる子どもの育成」を目指して参ります。具体的には，自分の考えをもち，
自ら学ぶことができる「かしこい子」，豊かな心をもち，人を思いやることができる
「やさしい子」，体をきたえ，最後までやり抜くことができる「たくましい子」の育
成を目指します。
昨年度，私は，目指す学校像として「いい学校」を掲げ，学校経営に取り組んで参

りました。新型コロナウイルス拡大防止対策の取組という重い課題を抱える中で，十
分な教育活動は行えませんでしたが，令和２年度末の学校評価を見る限りにおいては，
保護者，地域の皆様方から，概ね，御理解と好評価を頂けたものと理解をしています。
そこで，今年度は，コロナ禍における昨年度の学校経営をベースに，更に教育活動

を推進すべく『もっと いい学校』を標榜し，諸活動に取り組んで参りたいと考えて
います。ここに掲げる「もっと いい学校」とは，「子ども一人ひとりが大切にされ，明
るく楽しく学べる学校」であり，「保護者の思いや願いに寄り添い，信頼される学校」である
ととらえています。また，「家庭や地域と一体になって子どもを育てる，開かれた学校」であ
るとともに，私たち教職員にとっても「支え合い，学び合いながら教師力を高める学校」であ
ると考えます。
令和３年度は，２０３日の授業日を予定しています。この，２０３日の教育活動を通して，

学校教育目標及び「めざす子ども像」に，５６４名の子ども達を誘うべく，教職員４６名の心
を一つにして取り組んで参ります。
更に，昨年度よりも「もっと いい学校」となるよう，保護者，地域の皆様方はもとより，

子ども達の協力も得ながら，私は学校経営を行っていきたいと思います。そこで，私自身がこ
れまで以上に「もっと 顔の見える校長」を目指していきたいと思います。昨年度，私は，保
護者の皆様方に「旗振り」を御依頼している学区内５か所の交差点に日替わりで趣き，子ども
達の登校指導を行って参りました。また，本学校だより「校
長室の窓辺より」の他，ほぼ毎日更新する「Blog」を通じて，
「保護者，地域，社会」に開かれた学校を目指し，積極的に
情報発信を行ってきました。「個人情報の保護」という，情報
社会の大原則を遵守しつつ，今年度は一層，情報発信に努め
ていきたいと思います。
今年度も，昨年度同様，保護者，地域の皆様方の本校教育

活動に対します御理解と御協力をよろしくお願い致します。

校長 深澤 秀興



令和３年度 常永小学校

ガイドブック

■ 児童数 （クラス数） ■ 地区別児童数（家庭数）

１年 ９２（４） 飯喰 １０１ （72）

２年 ６５（３） 河西 ３２７（240）

３年 １０１（３） 上河東 ７９ （59）

４年 １１５（４） 上河東二区 ５７ （46）

５年 ９１（３）

６年 １００（３）

けやき （２）

合計 ５６４人（22） ＊ いずれも４月１日現在

■ 教職員一覧 ＊ 各学年とも１組担任が学年主任

氏 名 氏 名
校 長 深澤 英語専科 柳本
教 頭 根津 栄養教諭 笹本
主幹教諭 雨宮 養護教諭 名取
１年１組 石原 専科教諭 青柳
１年２組 山本 専科教諭 三井
１年３組 廣瀬 主幹加配教諭 佐久間
１年４組 望月 非常勤講師 室伏
２年１組 生山 非常勤講師 都築
２年２組 名取 事務職員 岩村
２年３組 秋山 町担教員 田中
３年１組 秋山 町担教員 野一
３年２組 渡邉 教育指導員 石井
３年３組 小林 教育指導員 今村
４年１組 野呂瀬 教育指導員 内藤
４年２組 勝野 教育指導員 志村
４年３組 辻 教育指導員 小林
４年４組 那須 教育指導員 星
５年１組 三浦 教育指導員 臼井
５年２組 武井 ALT ﾊﾟﾄﾘｯｸ
５年３組 末木 図書館司書 深沢
６年１組 小林 用務員 金野
６年２組 矢崎 日本語指導 神宮司
６年３組 小澤 日本語指導助手 石原
けやき１組 平塚
けやき２組 新海

■ 令和３年度の主要な動き
○ 校舎増築工事
○ 学校創立２０周年関連行事
○ 山梨県教育委員会指定：英語教育改善プラン

推進事業中間発表会の開催



■ 令和３年度のおもな学校行事
＊ これは，あくまでも４月１日現在の予定であり，変更になる場合があります。詳しくは，その折々の

「お知らせ」等で御確認ください。

月 行 事（実施予定日） 月 行 事（実施予定日）

４月 ・新任式，始業式(6) １０月 ・就学時児童理解検査(6)
・入学式(7) ・校内芸術鑑賞教室(15)
・PTA新旧役員会(15) ・６年陸上記録会(18)
・授業参観(20) ・学校運営協議会②(21)
・春季家庭訪問(21,22,26,27) ・道徳授業公開(26)

・昭和町就学時健診(28)
・昭和町音楽鑑賞教室(29)
・創立20周年記念式典(31)

５月 ・５年林間学校(14,15) １１月 ・秋空コンサート(5)
・PTA学校委員会①(20) ・なかよしランチ
・20周年記念航空写真撮影(21) ・県民の日／英語研究中間発表会
・６年全国学力学習状況調査(27) (20)
・引き渡し訓練(28) ・児童会役員選挙／PTA学校委員会

③(26)
・避難訓練(30)

６月 ・学校運営協議会①(2) １２月 ・個別懇談（6,7,9,10）
・プール開き(7) ・４年スケート教室(20)
・学校開放日(15) ・３年スケート教室(22)
・ゲーム集会(17) ・終業式(24)
・PTA地区懇談会(25) ・冬季休業(25～1/6)

７月 ・６年修学旅行(7-9) １月 ・冬季休業終了(6)
・終業式(21) ・始業式(7)
・夏季休業(22～8/25) ・５，６年スキー教室(19)

・３年クラブ見学会(24)
・避難訓練(26)

８月 ・夏季休業終了(25) ２月 ・新入生保護者説明会(3)
・始業式(26) ・押入学説明会(4)

・５，６年授業参観，学年総会(8)
・PTA学校委員会④(10)
・１，２年授業参観，総会(15)
・３，４年授業参観，総会(17)
・６年生を送る会／学校運営協議会
③(25)

９月 ・プールじまい(2) ３月 ・卒業式(18)
・PTA学校委員会②(8) ・修了式(24)
・秋季大運動会(25) ・学年末休業日(25～)

■ 『かしこい子』を育てる取組
○「Week end チェック＆アクション」の継続
・ 常永小７ルールの推進
・ 「私のレインボープラン」の実行

＊ 昨年度から取り組み始めたこれらの取り組み。今年度の取り組みについては，後日，別途，
御説明と協力依頼をさせていただきます。



■ Grand Design

点描(４月) 常永小学校blogより
４月７(水)，昭和町教育長太田充様をお迎えし，令和３年度，本校におい

ては第２０回という記念すべき入学式を挙行しました。今年度も，９２名の
新入生を迎えることが出来ました。教育長様曰く「例年以上，まれに見る立
派な１年生ですね」とお褒めの言葉を頂くほど，おりこうな新入生でした。
保護者，地域の皆様の御理解と御協力を得る中で，常永小学校がめざす子ど
も像として掲げる「かしこい子」「やさしい子」「たくまし子」の育成に努め
て参りたいと思います。どうぞ，よろしくお願い致します。

１５日（土） ５年林間学校
１７日（月） ５年繰り替え休業日

３年校区探検③
３日（月） 憲法記念日 １８日（火） 児童総会
４日（火） みどりの日 １９日（水） 内科検診(１・２年)
５日（水） こどもの日 ２０日（木） PTA学校委員会①
７日（金） ３年校区探検①，PTA広報部会 ２１日（金） 20周年記念航空写真撮影

１０日（月） 民生委員との顔合わせ会 ２４日（月） 委員会
１年心電図検査 ２５日（火） ４年校外学習①

１１日（火） ２年校区探検① ２６日（水） ３年内科検診
１２日（水） 短縮日課４校時，集団下校 13:15 ２７日（木） 全国学力・学習状況調査
１３日（木） ３学年校区探検② １・３・５年歯科検診

林間学校結団式 ２年校区探検②
１４日（金） ５年林間学校，１年給食試食会 ３１日（月） 委員会

今年度も，日々の学校の動きや子どもたちの様子をお伝えするためにブログ
を開設します。携帯電話やスマートホン，パソコンで，本校ホームページを開
くと，お読みいただけます。お時間のある時に，是非，御覧下さい。


