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平成３１年４月４日
No.１
下條村立下條小学校（文責 教頭）

職員玄関前の「望勇の像」

ご入学・ご進級おめでとうございます。
昨年は、入学式には体育館横の桜は満開でしたが、今年は寒の戻りでつぼみも震えてい
るようです。しかし、少しずつ野山の花々も咲き始め、春の始まりを感じさせてくれます。
下條小学校では、明るく元気な３１名の新１年生を迎え、平成３１(2019)年度がスタート
しました。1 学年ずつ進級した在校生も新たな目標に向かって自分を高めようとする意欲
が伝わってきます。
「望勇の像」の精神を生かし、『希望や勇気にあふれ、「ひとりだち」をめざして進む学
校（明るい声が響き合い、笑顔あふれる下條小学校）』をめざして、本年度の重点も引き
続き「①学び合い ②響き合い ③支え合い」としました。
下條小学校職員一同、保護者の皆様・地域の皆様のお力をお借りしながら、全力で教育
活動に邁進する所存です。本年度も、ご協力・ご支援をよろしくお願いします。
[４月の主な予定]

新任職員紹介

４月より本校に赴任された職員を紹介します。
新しい風を吹き込んでいただきます。
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平成３１(2019)年度下條小学校職員組織
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学習支援員

熊谷 力
嶋岡あゆみ
１組
○嶋岡あゆみ
市瀬 彩
服部真由美
○石原 淳
都冨 浩貴
○大峽 広和
宮内 愛香
片山 義子
春井久美子
常盤さゆり
竹田 誉子
伊東 陽子
廣田 一夫
伴野 千佳

教 頭
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塩澤 孝仁
下平 陽子
２組

松本 朋美
松澤 弘尚
熊谷 結子
支援員
大平ゆきみ
支援員
村澤 梢
図書館補助
松島 陽子
用務員
宮島 芳孝
福沢 京子
給食
新井奈緒実
熊谷 美保
調理員
村松 昭子
初任研指導

2020 年度より新しい学習指導要領がスタートします．
文科省や県教委からリーフレットが配布されましたのでご
覧ください。

３日(水)まで 春休み
４日(木) １学期始業式 入学式
５日(金) 安全の日 街頭指導
集団登校（11 日まで）
支会児童会 給食開始
８日(月) ５時間授業
９日(火) １年生給食開始 児童会①
１０日(水) 避難訓練（火災） 集団下校 14:30
PTA 代議員会各部会
１１日(木) 家庭訪問① 下校 12:40
１２日(金) 家庭訪問② NRT ①６年
１３日(土) 飯伊ＰＴＡ学習会
１５日(月) 家庭訪問③ 図書館開館
発育測定 5･6 年
１６日(火) 家庭訪問④ 発育測定 1･2 年
１７日(水) 家庭訪問⑤ 検尿①
発育測定 1･2 年
カッセイカ会議全体会
１８日(木) 全国学力学習状況調査（６年）
NRT ②（２～５年）検尿①
１９日(金) １年生を迎える会
２２日(月) 内科健診（5･6 年）
２３日(火) 交通安全教室
児童会②
２４日(水) なかよしの日
心電図検査１,４年
キャリア教育専門委員会
２５日(木) 歯科健診(高)
飯伊 PTA 定期総会
２６日(金) 学校開放日① 学級懇談会
PTA 総会
小中 PTA 歓送迎会
４／２７～５／６ １０連休

○本年度は、１～５年生まで担任が
替わりましたので家庭訪問を実施
します。
○学校だよりに学校の様子が伝わる
ようにお子さんの生活や学習の写
真を載せる場合がございます。
ご理解いただければ幸いです。

2019 年 4 月現在

ひとりでなやまないで
総合相談窓口
● 長野県子ども支援センター
（長野県県民文化部こども・家庭課）

子ども専用無料電話 ０８００－８００－８０３５
大人専用
０２６－２２５－９３３０
子どもに関する相談全般に応じています。
〔月～土 10:00～18:00〕

学校教育、いじめ、不登校など
● 学校生活相談センター （２４時間子ども SOS ダイヤル）
(長野県教育委員会心の支援課)
０１２０－０－７８３１０ 〔24 時間〕
いじめや不登校など学校生活に関わる相談に応じています。

● 電話教育相談
０２６３－５３－８８１１
０２６７－２４－５５７０
０２６５－７２－４６４７
０２６５－５３－０４６２
０２６３－４７－７８３０
０２６－２３２－７８３０

長野県総合教育センター
東信教育事務所
南信教育事務所
飯田事務所
中信教育事務所
北信教育事務所

〔いずれも 平日 9:00～17:00〕
学校生活や不登校など、教育上のあらゆる問題について、保護者や
児童生徒からの相談に応じています。

養育上の悩みや非行・虐待など児童の福祉
法律により、虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、市町村・
福祉事務所または児童相談所へ通告することになっています。

●
●
●
●
●

０２６－２３８－８０１０
０２６３－９１－３３７０
０２６５－２５－８３００
０２６６－５２－００５６
０２６７－６７－３４３７

中央児童相談所
松本児童相談所
飯田児童相談所
諏訪児童相談所
佐久児童相談所

〔いずれも 平日 8:30～17:15〕
児童福祉司や児童心理司などの専門職員が、18 歳未満の子どもに
関する様々な相談に応じています。

● 長野県児童虐待・DV24 時間ホットライン
（長野県県民文化部こども・家庭課）

０２６－２１９－２４１３
児童虐待・DV（配偶者間暴力）に関する緊急の相談や通告、通報
に応じています。
〔24 時間〕
いちはやく

● 児童相談所全国共通ダイヤル

１８９

虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができ
る全国共通の電話番号です。
〔24 時間〕

● 長野県性暴力被害者支援センター
「りんどうハートながの」
（長野県県民文化部人権・男女共同参画課）

～だれかに話してみよう！～
● 警察安全相談(警察本部地域安全推進係)
０２６－２３３－９１１０ または ♯９１１０
犯罪等による被害の未然防止、ＤＶ(配偶者間暴力)、ストーカー
被害等に関する相談に応じています。
〔24 時間〕

● 法務少年支援センター長野
善光寺下の青少年心理相談室
（長野少年鑑別所） ０２６－２３７－１１２３
非行問題を扱う専門機関として、臨床心理の専門家などが相談に
応じています。
〔月～金 9:00～17:00〕

人権の問題
● 子どもの人権１１０番（長野地方法務局）
０１２０－００７－１１０
人権擁護委員などが、子どもの人権に関わる様々な相談に応じて
います。
〔平日 8:30～17:15〕

心の 健康
● 長野県精神保健福祉センター
(発達障がい者支援センター ･ ひきこもり支援センター)
０２６－２２７－１８１０
〔平日 8:30～17:15〕
思春期の精神保健に関わる相談、発達障がいやひきこもり等に関わ
る相談に応じています。

思春期の子どもの発育・発達や健康
● 思春期相談
（県内の全保健福祉事務所・市福祉事務所）
医師、保健師、臨床心理の専門家などが心や体の健康相談に応じ
ています。
〔平日 8:30～17:15〕

民間団体が実施している電話相談
● チャイルドラインフリーダイヤル
（長野県チャイルドライン推進協議会） ０１２０－９９－７７７７
〔毎日 16:00～21:00〕
子どもの声に耳をかたむけ、その心を受け止める 18 歳までの子ど
もの相談に応じています。

● 子育てひといきホットライン
（ながの子どもを虐待から守る会） ０２６－２６８－０００８
〔火・木 10:00～14:00

子どもを虐待から守る、虐待をしないための相談に応じています。

● いのちの電話 （社会福祉法人長野いのちの電話）
長野いのちの電話
０２６－２２３－４３４３
松本いのちの電話
０２６３－２９－１４１４
〔毎日 11:00～22:00〕

０２６－２３５－７１２３

〔24 時間〕
性暴力被害にあわれた方を支援するための相談窓口です。

● 性犯罪被害相談ダイヤル ♯８１０３

〔24 時間〕
性犯罪に関する被害の相談ができる全国共通ダイヤルです。

子どもの非行などの問題行動
● ヤングテレホン
警察本部
長野中央警察署
松本警察署
上田警察署
伊那警察署

０２６－２３２－４９７０
０２６－２４１－０７８３
０２６３－２５－０７８３
０２６８－２３－０７８３
０２６５－７７－０７８３

〔いずれも 月～金 8:30～17:15〕
少年相談専門職員や警察官が、子どもの非行、いじめや犯罪の被害
に関する相談に応じています。

土 10:00～1２:00〕

誰にも相談できずに苦しんでいる人の悩みに応じています。

● 犯罪被害者支援ダイヤル（法テラス）
０５７０－０７９７１４（全国共通）
〔平日 9:00～21:00

土曜日 9:00～17:00

※祝日を除く〕

虐待を受けている子どもからの相談申し込みに弁護士が応じます。

