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白 井 市 立 大 山 口 小 学 校

校 歌
沢田 繁二 作詞
山本 金雄 作曲

一 白井の空は 遠くかがやき 富士のね 西に 北にはつくば

広い天地に きらきらと 学校の窓が 並んでる

進んで学び 体をきたえ 大山口校 おお 明るい朝だ

みんなで鳴らす 歴史をつげる 暁の鐘を

二 白井の空を 雲が流れる 希望を胸に 進もう共に

庭に移した それぞれの 創造の花を 咲かせよう

力を合わせ 大きく伸びる 大山口校 おお 静かな町に

みんなで作る 未来を開く 光る道を





◇ 沿 革 ◇
昭和54年度 白井第三小学校より分離開校 平成19年度 個別支援学級「わかば」学級開設

59年度 保健体育公開研究会 (印教連) 学童保育所移設
60年度 千葉県学校体育公開研究会 20年度 創立30周年記念式典

(優良校表彰) 「人間関係づくりのための実践プログラム研究推進校」
63年度 創立10周年記念式典 (県教委)

平成元年度 理科教育公開研究会 (町指定) 21年度 新校舎建設（８学級）
５年度 創立15周年記念式典 体育館耐震補強工事

道徳教育公開研究会 (町指定) 22年度 第２学童保育所建設
７年度 千葉県ＰＴＡ功労表彰 23年度 個別支援学級「アシスト」学級開設
９年度 「地域ぐるみさわやかコミュニティー推進事業」 25年度 学区変更に伴い西白井３・４丁目

研究指定 が七次台小学区に編入
10年度 創立20周年記念式典 26年度 体力向上研究指定 (市指定)
15年度 バイオ教育授業開始 27年度 個別支援学級「サポート」に改称

ピアサポート授業開始 体力向上研究指定 (市指定)
16年度 児童会「優良福祉団体表彰」 28年度 「学校司書の資格・養成の在り方や資質能力の向上

(市社会福祉協議会) に関する調査研究」 (文科省指定)
17年度 児童会「ライトブルー少年賞」 29年度 図書館教育優良校

(千葉県) 文部科学大臣表彰

「善行表彰」 (市) 30年度 創立40周年記念行事

18年度 校舎大規模改修工事 令和２年度 GIGA スクール構想開始
「人間関係づくりのための実践プログラム開発校」 クリエイティブ・ラボ完成

(県教委) ３年度 がんばり山復活

◇ 児童数 ◇ ◇ 日課表 ◇
令和４年９月１日現在 平常日課(月･火･水･金) 木曜日課

学 年 学級数 男 子 女 子 合 計 家庭数 大小タイム 8：10～8：25 8：10～8：25
１年 ２ ２９ ３９ ６８ ３６ 朝の会 8：25～8：35 8：25～8：35

２年 ３ ４０ ４４ ８４ ５２ １校時 8：35～9：20 8：35～9：20
３年 ３ ４４ ３０ ７４ ４８ ２校時 9：30～10：15 9：30～10：15

４年 ３ ４３ ４８ ９１ ７４ 業間休み 10：15～10：35
５年 ３ ５２ ３２ ８４ ８３ ３校時 10：35～11：20 10：25～11：10
６年 ３ ５４ ５２ １０６ １０６ ４校時 11：30～12：15 11：20～12：05

サポート ３ １３ ５ １８ １６ 給食 12：15～13：00 12：05～12：50
合計 ２０ ２７５ ２５０ ５２５ ４１５ 昼休み 13：00～13：20 12：50～13：00

清掃 13：25～13：40

◇ 主な行事 ◇ ５校時 13：45～14：30 13：00～13：45

前期 帰りの 14：35～14：45 13：50～14：00
4/6 着任式･始業式 4/8 入学式 4/16 避難訓練 下校 14：50 14：05
4/14 学校経営説明/保護者会 4/23 授業参観 ６校時 14：40～15：25

4/26･27・28 地区巡回 5/13 愛校作業 帰りの 15：30～15：40
5/18 部会陸上大会 5/20 2年校外学習 下校 15：45

5/23～27 新体力テスト 5/31 郡陸上大会
6/10 1年校外学習 １年生･･･５時間授業

6/24･25 6年修学旅行（栃木方面） ２年生･･･５時間授業(月･水･木･金)
7/14･15 5年宿泊学習（手賀の丘） ６時間授業(火)
7/20 夏休みを迎える会 9/1 全校集会 ３年生･･･５時間授業(月･木･金)

9/2 避難訓練 9/30 前期終業式 ６時間授業(火･水)
後期 ４年生･･･５時間授業(月･木)

10/3 後期始業式 10/8 運動会 ６時間授業(火･水･金)
10/21 3年校外学習 10/28 4年校外学習 ５年生･･･５時間授業(月･木)

11/4 授業参観 11/8･9 市音楽発表会 ６時間授業(火･水･金)
11/11 5年校外学習 11/25 音楽集会 ６年生･･･５時間授業(月･木)
12/6～9 書き初め研修 12/16 6年校外学習 ６時間授業(火･水･金)

12/23 冬休みを迎える会 1/10 全校集会
2/2 入学説明会 2/21 ありがとう6年生の会 ※委員会活動14：55～15：40

3/17 卒業式 3/24 修了式 3/30 離任式 クラブ活動14：55～15：50

年間行事予定はこちら



◇ 研 修 ◇
１ 研究主題

２ 研修計画

３ 研究主題等については、こちら

◇ 教職員 ◇

№ 担当等 氏 名 主な分掌 № 担当等 氏 名 主な分掌

１ 校長 和地 滋巳 23 音楽専科 塙 好恵

２ 教頭 飯田 正明 24 初任者指導 中澤 伸一

３ 2年1組 山田 友則 教務主任 25 養護教諭 飯塚 英美

４ ｻﾎﾟｰﾄ1 知 鴨井 俊隆 特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 26 事務長 榊原 洋子

５ ｻﾎﾟｰﾄ2 知 越後谷 知篤 生徒指導主任 27 主事 山本 千恵

６ ｻﾎﾟｰﾄ3 情 中須賀 三惠子 サポート学級主任 28 市学校補助教員 中林 道子

７ 1年1組 林 真弓 1学年主任 29 市学校補助教員 神戸 雅子

８ 1年2組 宮本 祐貴 保健主事 30 市学校補助教員 須海 孝枝

９ 2年2組 鈴木 美保子 31 市個別支援介助員 金田 公恵

10 2年3組 青山 有香 2学年主任・安全主任 32 市個別支援介助員 坂田 桂子

11 3年1組 德田 岳則 3学年主任 33 市個別支援介助員 岩田 映里奈

12 3年2組 山本 由起子 特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 34 市読書活動推進補助教員 伊東 千佳代

13 3年3組 久保 寛和 35 用務員 中島 寿子

14 4年1組 今井 靜江 4学年主任 36 SSS 宮本 智美 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ

15 4年2組 若松 恭良 37 SC 田代 裕子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

16 4年3組 大箸 義竜 38 ALT ﾏﾘｶｰ ﾊﾟｹﾞｴﾝﾃ ｱﾙﾃｽ 外国語

17 5年1組 野村 将 5学年主任 39 ALT エミリ H シェーラー 外国語

18 5年2組 宮原 容子

19 5年3組 宝田 薫 研究主任

20 6年1組 照井 砂織 6学年主任

21 6年2組 佐々木 悠河

22 6年3組 石毛 秀典 体育主任

◇ ＰＴＡ役員・学校評議員・校医 ◇

ＰＴＡ役員 会 長 小野 操三郎 副会長 舟山 寿美・中村 萌
泉澤 優子・加藤 奈緒子

学校評議員 比屋根 健 加藤 秀明 北村 佳代

校 医 校 医 菊地 秀樹 歯科医 鈴木 好徳 薬剤師 青龍 良子
金 義慶 櫻田 雅彦
呂林 欣諭 金子 亨

主体的･対話的で深い学びを探求する算数科学習
～振り返りと ICT活用の工夫を通して～

＜４月～７月＞ 研修計画立案 教材研究 授業研修会 モラールアップ研修
救急救命法研修 食物アレルギー研修 不祥事根絶研修

＜夏季休業中＞ 人権教育研修 体育実技研修 プログラミング研修等
＜９月～12月＞ 教材研究 授業研修会 書き初め研修 モラールアップ研修
＜１月～３月＞ 教材研究 授業研修会 本年度のまとめ 次年度の方向性について


