
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新学期のスタートですが・・                 

新型コロナウイルス感染症の影響で、３月３日か

らの臨時休業が延長され、始業式翌日の４月９日

（木）から、当面５月１日（金）までの間を臨時休業と

するなど、学校現場の混乱は続いていますが、いよ

いよ令和２年度の新学期がスタートしました。 

４月８日（水）には、１学

期の始業式を行いました。

久しぶりに登校指導に立っ

たのですが、元気よくあい

さつする児童がたくさんいて安心しました。 

式や担任発表は、各教室で映像を見ながら行い

ました。私からは、「１ コロナに負けずに、規則正し

い生活に心がけ、勉強や運動にしっかり頑張ろう。」、 

「２ こんな時だからこそ、助け合う気持ち・思いやり

の心を忘れず、差別や偏見をもたないようにしよ

う。」の２つのことをお願いしました。 

１３日（月）には、第４６回入学式を行い、ピカピカ

の１年生７６名が入学しました。春の嵐の中、来賓と

在校生の参加はなく、簡略化して行いました。新６年

生が始業式の日に急遽撮影した歓迎メッセージが

花を添えてくれました。 

私からは、元気いっぱい

で登校するために、「早寝・

早起き・朝ご飯」「元気なあ

いさつ」の２点について頑張ってほしいと話しました。

入学した翌日から休業という経験のない事態ですが、

学校がいつ再開してもいいように、まずは、規則正

しい生活が身につくようご家庭でのご支援をお願い

します。 

これまで経験のない非常事態ですが、子どもの健

康・安全を第一として、学校としてもできる限りの対

応をしてまいりたいと考えておりますので、保護者や

地域の皆様のご支援ご協力を、よろしくお願いいた

します。 

■ 職員一覧  

９名の職員が、定年・異動になりましたが、４月か

ら１０名の職員が仲間入りしました。               
職名･担任等 氏  名 ◎新任・前任校等 

校  長 栗林 正一  

教  頭 竹中 恵子  

主幹教諭 後藤 慎治 ◎こうざき小から 

１年１組 田北 志織  

１年２組 後藤 三知代  

１年３組 柴﨑 真由美 ◎田尻小から 

２年１組 吉田 久美子 ◎稙田小から 

２年２組 段塚   樹 ◎新採用 

２年３組 藤田 さゆみ  

３年１組 塩地 智恵子  

３年２組 櫻木 美津代  

４年１組 見平 尚子  

４年２組 疋田 知里 ◎新採用 

４年３組 黒岩 沙織  

５年１組 佐藤 大志  

５年２組 齊藤 真利奈  

６年１組 三代 理恵  

６年２組 原田 雅樹  

６年３組 眞田 貴子  

ひまわり１ 大鶴 志保  

ひまわり２ 小野 怜子  

ひかり１ 古谷 道子  

ひかり２ 遠島 知恵美 ◎鶴崎小から 

ことばの教室 栁井 洋子  

拠点校指導 惠良 尚樹 ◎寒田小から 

児童支援 宇野 健史  

体育専科 朝久野 圭一  

音楽専科 黒木 桃子 ◎寒田小から 

５年部副担任 吉田 美紀  

養護教諭 八坂 美保子 ◎久住中から 

【 学校教育目標 学び合い、支え合い、たくましく生きる子どもの育成 】 
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職名･担任等 氏  名 ◎新任・前任校等 

学校事務 藤田 綾子  

学校主事 竹林 和美  

学校栄養職員 山田 綾子 ◎明野北小から 

図書館支援員 古屋 かんな  

ＩＣＴサポーター 入田 好史  

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 有馬 圭子  

ｽｸｰﾙｿｼｬﾙﾜｰｶｰ 未定  

支援員 工藤 涼子  

支援員 古庄 いずみ  

ＡＬＴ アラン  

 

 ●新型コロナに伴う行事の変更 

新型コロナウイルス感染予防による休業、及び感

染予防、及び授業時間確保のため、学校行事を見

直しています。下表の行事以外にも、中止や延期す

るものがあれば、学校メールやホームページ等でお

知らせしていきます。 

【中止】 4/17 おみしり遠足、4/23 保護者参観日・総

会、4/28～5/8 家庭訪問、5/1 平和集会 

【延期】 4/16 全国学力調査→(未定)、4/21 県学力

調査→（未定）、健康診断→（調整中）、5/25～26

修学旅行→（11/8～9 へ）、見学遠足→（秋へ） 

 

 ●宗方小学校を愛する会 

今年の春も、学校正門の花壇が、色とりどりの

花でいっぱいです。長年ボランティアでお世話し

ていただいているのは、上
かみ

江川
え が わ

公子
き み こ

さん、水田
み ず た

幸子
ゆ き こ

さん、石田
い し だ

早苗
さ な え

さん、伊東
い と う

スエ子さんの４人

です。地域の方からも苗の寄付などの支援をい

ただいています。いつもありがとうございます。毎

週水曜日の８時３０分

～１０時３０分の間に

活動しています。 

 

 

■ ５月・６月の主な行事  

５月 主 な 行 事 

７日（火） 学校再開予定 

８日（金） 全校集会（放送） 

１４日（木） 宗方タイム 

１８日（月） 職員会議 

２0 日（水） 小教研、全市一斉退勤日 

２２日（金） 自由参観日、学校評議員会 

２７日（水） クラブ 

６月 主 な 行 事 

１日（月） 職員会議、プール掃除(６年) 

３日（水） 委員会活動 

５日（金） 全校集会（放送） 

１０日（水） 小教研 

１１日（木） 宗方タイム 

１２日（金） 平和弁論大会(６年) 

１５日（月） プール開き、職員会議 

１７日（水） 研修日、全市一斉退勤日 

１８日（木） 小中合同研修会、参観日(ことば) 

１９日（金） 交通安全教室（３年） 

２２日（月） 職員会議 

２３日（火） 参観日(１～３年) 

２４日（水） クラブ 

２５日（木） 参観日(４～６年) 

３０日（火） 参観日(ひかり、ひまわり) 

※状況によって変更する場合もありますのでご了承ください。 

 

 

※各種相談窓口について 

学習面や生活面での不安や困り。友人関係のト

ラブル。健康。いじめ・・・相談がありましたら、以下

へご連絡ください。℡ 541-4499（宗方小学校） 

・保健室（八坂） ・ことばの教室（栁井） 

・職員室（教頭） ・SC（有馬） ・ＳＳＷ（未定） 

 

(今月のひとこと) 

暗いニュースが多い中ですが、本校の明るいニュースは、職

員室が若返り、活気が増した感じがすることです。 

今年度も引き続きよろしくお願いします。 

始業式 


