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青葉の子は「 たけのこ ぐん 」 
学校長 大山 政弘 

たけのこ ぐん 

           ぶしか えつこ 

たけのこが  ぐん  

せのびして つちを わったよ 

あたまに きらり つゆを のせてる 

あさの おほしさんに もらったのかな 

たけのこ のびろ  ぐん 

 これは，児童詩人，武鹿悦子さんの「たけのこ 

ぐん」という詩です。この詩は，地中にある竹の

子が，一気に土を割り，地表に躍り出る瞬発力，

力強さ，生命力を「ぐん」と表現しています。ま

た，「たけのこ のびろ ぐん」には，竹の子を

応援する気持ちや，この先の成長への期待も感じ

られます。まるで，竹の子を子供，そして，それ

を見守る私たち大人に置き換え，その心持を映し

ているようです。 

 青葉小の校名が「青葉竹」に由来することを知

ったとき，この「たけのこ ぐん」が思い浮かび

ました。 

 申し遅れました。この度，私と，森下和弘教諭，

森岡夏菜教諭，春京子教諭，吉嶺淨治教諭，森良

子支援員，森田昌伸先生（初任兼後補充）が青葉

小の新たなメンバーとして加わりました。精一杯

努めますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

さて，着任して最初に浮かんだ疑問が「なぜ青

葉という名前」でした。調べてみると，「青葉竹

でつくる『青葉の笛』」に由来し「伸び伸びとし

た若々しさ」「ゆとりある豊かな情操」「伝統と将

来」との思いが込められていました。校訓「アイ

ディア おもいやり ばりき」はインパクトある

響きで一回聞くと忘れません。校歌や校章も当時

の職員で作られています。斬新な発想の中にも，

歴史や文化を重んじ，将来の姿を思い浮かべなが

ら，我が子に名を付けるように「青葉」と命名さ

れたことが分かりました。素敵な校名です。 

青葉の子は，だれもが「たけのこ ぐん」の力

を持っています。そして，青葉の人は青葉の子を

大事に思ってくださいます。このことをしっかり

受け止め，この一年，子供たちが「ぐん」と伸び

るように，そして，しなやかさと力強さをもつ人

に成長するように，家庭，地域と一丸となり取り

組んでいきたいと思います。 

追記：子供たちがよく校長室に遊びに来てくれ

ます。ある日，校庭側の扉をコンコン。「校長先

生にあげる」とシロツメクサ 

の花冠を持ってきてくれま 

した。青葉の子のなんとか 

わいいことか。頑張ろうと 

思いました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

４月６日(火)に，青葉小学校第２５回入学式を

挙行しました。今年度も，新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から，規模を縮小しての実施

となりましたが，４８名の元気な新入生が青葉小

の一員となりました。これからの小学校生活への

希望に胸を膨らませた新入生は，しっかり椅子に

座って話を聞き，すばらしい姿で式に参加できま

した。これから６年間の子供たちの成長がとても

楽しみです。 

 

 

 

青葉小学校の令和３年度の職員を紹介します。 

今年度もよろしくお願いいたします。 

校 長 大山 政弘※ 指導法改善 吉嶺 淨治※ 

教 頭 安樂 朋陽 指導法改善 重久 由美子 

１-１ 矢野 真帆 音楽専科 窪田 奈緒子 

１-２ 松元 優子 初任研指導 西村 久人 

２-１ 森岡 夏菜※ 初任研後補充 森田 昌伸※ 

２-２ 野上 素代子 養護教諭 石田 由紀 

３ 年 後藤 祐紀 事務職員 久保田 望 

４-１ 森下 和弘※ 学校司書 久保田 智子 

４-２ 河野 智浩 学校主事 永山 孝子 

５-１ 日置 尊仁 給食調理員 種子田美華代 

５-２ 黒岩 正一 給食調理員 弥栄 香 

６-１ 小松 なつき 給食調理員 橋ノ口 麻美 

６-２ 久保 祐貴 給食調理員 小山田美保子 

かがやき 松田 貞子 給食調理員 中村 貴子 

ひだまり 春 京子 ※ 購買部職員 東田 敬子 

そよかぜ 宇都 祥司 支援員 牧之瀬 博子 

あおぞら 福留 千恵子   支援員 橋口 亜由美 

はばたき 有川 綾香 支援員 森 良子※ 

理科専科 佐々木 耕喜 外国語支援員 松 浩子 

※ 今年度の人事異動で青葉小へ赴任した職員です。 

 

  

 

４月２２日（木)の夜，ＰＴＡ専門部長選出の

会とＰＴＡ合同専門部会，４月２３日（金）には，

ＰＴＡ理事会を実施しました。多くの保護者にご

出席いただき，スムーズな会の運びとなりまし

た。感謝の言葉しかございません。誠にありがと

うございました。ＰＴＡ総会は，今回のＰＴＡ理

事会を経て，昨年度同様，新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から，書面決議による方法で

実施されます。現在，全保護者のご家庭にＰＴＡ

総会資料を配布し，書面決議を頂く段階です。右

記にお示しするＰＴＡ総務部役員は，現段階では

（案）となります。書面決議での承認後，正式決

定となります。 

 今年度もこれまで以上に，新型コロナウイルス

感染症拡大防止に留意しながらも，子供たちのた

めにＰＴＡ活動を工夫しながら盛り上げていた

だきたいと思います。どうぞ今年一年，よろしく

お願いいたします。 

【令和３年度青葉小ＰＴＡ総務部役員】 
役職 氏 名 役職 氏 名 

会長 松枝 俊顕  顧問 大山政弘(校長) 

副会長 

上原 舞子 

副会長 

鶴丸由加里 

南田 隆行 西村 大輔 

若松 成広 安樂朋陽(教頭) 

書記 今村 彩織 生活指導部長 小川 春菜 

会計 東田 敬子 生活指導副部長 永田 美和 

学級運営部長 
江良 智美 

保健体育部長 
東 美奈子 

肥後かほり 山本かおり 

研修部長 
大山ゆかり 

広報部長 
山中 結花 

岡元 沙織 中園 桃子 

厚生部長 
下園裕紀子 

図書部長 
前田 亜矢 

髙野瀬夕紀 安栖 樹里 

事業部長 
濵田 恵 

家教教育学級長 
中村 理絵 

有水 奈緒 税所 翠子 

                                    

 

 

５月  ６日（木）命について考える日，心臓検診（１・４年） 

７日（金）内科健診（２年） 

８日（土）土曜授業，授業参観 

ＰＴＡ歓迎会（中止） 

１２日（水）体力調査，耳鼻科健診（１・３・５

年） 

１４日（金）内科健診（５年） 

１６日（日）第１回ＰＴＡ愛校作業 

１７日（月）集団下校訓練 

１８日（火）ＮＲＴ学力検査 

歯科健診（４・５・６年） 

１９日（水）ＮＲＴ学力検査，腎臓検診（二次）

内科健診（４年），プール清掃（６年） 

２０日（木）知能検査（３・５年），プール清掃（５

年） 

２１日（金）不審者対策訓練，子ども読書の

日内科健診（１年） 

２３日（日）ＰＴＡ愛校作業予備日 

２４日（月）内科健診（３年），しろやま

号 
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２６日（水）プール開き（６年），内科健診（６年） 

２７日（木）全国学力・学習状況調査（６年）         

眼科健診（全学年） 

２８日（金）春の一日遠足（１～４年） 

２９日（土）第１回ＰＴＡリサイクル活動                                                                                                                


