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今年度もご協力をお願いします。

４月８日(火)、始業式がありました。１学期のスタートには桜の花が似合うところで

すが、朝から雪が降っていて驚いてしまいました。昨年度は運動会や城南祭等の行事は

雨でしたので、今年度は天気に恵まれたいと祈っていたところ、雪のスタートとなって

しまいました。

今年度、たくさんの先生がかわりました。新任式のあいさつでは、どの先生も子供た

ちと仲良く勉強や運動をがんばりたいと、熱い胸の内を語ってくださいました。元気な

あいさつが体育館に響き渡り、すてきな出会いができたものと思っています。

今年度も、明るく元気な学校をめざしていきます。そのためには、まずはみんなが仲

良くなることです。そこで、１学期のめあてを「なかよく」としました。仲良くなるた

めには、「あいさつ」「話を聞くこと」「約束を守ること」がとても大切です。みんなで

これらのことに取り組んで、すばらしい学校にしようと話しました。

保護者、地域の皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

おめでとうございます
４月９日（木）、入学式がありました。かわいい１年生が入学してきました。



退職および転出された先生方です。お世話になりました。
№ 氏 名 転出先等 № 氏 名 転出先等

１ 金谷 文夫 定年退職 11 小谷野 早苗 大谷東小学校

２ 篠原 ひろ子 早期退職 12 長野 一美 大平西小学校

３ 粂川 貴美子 早期退職 13 吉川 正宏 国府北小学校

４ 舘野 正治 国分寺西小学校 14 中田 藍

５ 間井田 敏之 大谷東小学校 15 天野 康子

６ 渡邉 久雄 小山城東小学校 16 渡辺 恵子 乙女小学校

７ 大塚 恭子 間々田小学校 17 宇佐美 圭子 大谷北小学校

８ 田村 あけみ 乙女小学校 18 倭文 文子

９ 松下 真由美 市教委学校教育課 19 大熊 幸子

10 前島 真由美 間々田東小学校

教職員です。よろしくお願いします。 ＊は今年度転入された先生です。

№ 学年等 氏 名 № 学年等 氏 名

1 校 長 阿見 勉 27 ６年１組学年主任 大出 恵美子

2 教頭先生 ＊小松原 貴子 28 ６年２組 宇津井 範子

3 主幹教諭 ＊山田 幸夫 29 ６年３組 新村 貴洋

4 保健の先生 和久 裕子 30 ６年４組 柿沼 克典

5 保健の先生 ＊天笠 智江美 31 ６年副担任･児童指導主任 佐山 智一

6 １年１組学年主任 三木 裕子 32 なかよし１組 落合 伸子

7 １年２組 ＊高山 千春 33 なかよし２組 ＊桃井 裕規

8 １年３組 ＊桜沢 裕子 34 ひまわり１組 岡本 篤子

9 ２年１組学年主任 藤江 利枝子 35 ひまわり２組 橋本 修一

10 ２年２組 飯塚 亨 36 事務長 日髙 秀則

11 ２年３組 佐々木 恵 37 業務主任 福田 淳子

12 ２年４組 日野原 信子 38 学校栄養士 大橋 真理華

13 ３年１組学年主任 中田 美智子 39 市臨時職員 ＊臼井 教子

14 ３年２組 ＊坂入 かおり 40 学校相談員 ＊大河原由紀乃

15 ３年３組 ＊岩本 早織 41 生活相談員 野村 幸子

16 ３年４組 侘美 尚之 42 特別支援教育サポーター 石田 清乃

17 ４年１組学年主任 ＊薄井 雅彦 43 特別支援教育サポーター 水越 祥子

18 ４年２組 舘野 紀恵 44 ＴＴ教員 高橋 かおり

19 ４年３組 飯島 有希子 45 非常勤講師 ＊青木 教子

20 ４年４組 ＊高松 いずみ 46 スマイル(低学年) 林元 智子

21 ４年副担任 ＊浅川 清 47 スマイル(低学年) ＊平間 聖子

22 ５年１組学年主任 海老沼 真弓 48 Ａ Ｌ Ｔ ミシェル

23 ５年２組 齋藤 友佳 49 非常勤講師(初任者) 山中 惠子

24 ５年３組 ＊五百部 弘規 50 初任者指導教員 ＊高橋 亨

25 ５年４組 伊東 宏隆 ［育休者］須藤 悦子 加藤 真由美

26 ５年副担任･学習指導主任 佐合 理江 ［傷休者］清野 瑞季

児童数です。明るく元気な児童をめざします。 （４月１３日現在）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 なかよし ひまわり 計

男 ４４ ６３ ６５ ７４ ６０ ８０ ７ ５ ３９８

女 ５８ ６０ ６５ ５４ ７７ ７５ ３ ４ ３９６

計 １０２ １２３ １３０ １２８ １３７ １５５ １０ ９ ７９４


