
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新学期がスタートしました                 

桜の季節とともに、人事

異動があり、新体制で新年

度がスタートしました。新体

制といいながら、私は本校

3 年目となりました。臨時休業でスタートした昨年にく

らべ、今年度は、コロナ禍の中ではありますが予定

通り始まったことにまずは感謝したいと思います。 

４月８日（木）に、新任式及び１学期の始業式を、

テレビ放送で行いました。離任式がありませんでし

たので、新任式の前に転任した職員からのコメント

を流しました。続いて、新任式及び始業式は、新しい

教室で映像を見ながら行いました。 

私からは、新たな教室、お友達、先生と、新たな

気持ちでこの 1 年がよい１年となるよう頑張ってほし

い。そのために２つのことをお願いしました。 

『１ コロナに負けずに、勉強や運動に目標をもっ

て頑張ろう。』 目標をもって頑張るためには、規則

正しい生活を送るなど病気にまけない体づくりが基

本です。制約のある中でも自分で考えて色々なこと

にチャレンジしてほしい。 

『２ 人と人の助け合う気持ち・思いやりの心を大

切にしよう。』 我慢しないといけないことがたくさん

あると思うが、自分の事だけを考えるのではなく、お

互いに助け合うことのできる人になってほしい。 

１３日（火）には、第４７回入学式を行い、ピカピカ

の１年生８３名が入学しました。在校生が心を込め

て育てた花々の中、来賓と在校生の参加はなく、簡

素でしたが、新６年生の歓迎メッセージで花を添える

など温かい雰囲気で行うことができました。 

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。 

今年度も、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  

この度の異動で、１３名の職員が本校を離れ、１２

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 七森 智史 ◎大幡小から 

主幹教諭 後藤 慎治  

１年１組 塩地 智恵子  

１年２組 疋田 知里  

１年３組 八木庭麻利子 ◎稙田小から 

２年１組 見平 尚子  

２年２組 北野 紗恵 ◎新採用 

２年３組 柴﨑 真由美  

３年１組 段塚   樹  

３年２組 三ツ木  隆 ◎豊府小から 

４年１組 野辺 将利 ◎山の手小から 

４年２組 藤田 さゆみ  

５年１組 眞田 貴子  

５年２組 松尾 大輔 ◎新採用 

５年３組 黒岩 沙織  

６年１組 三代 理恵  

６年２組 佐藤 大志  

ひまわり１ 鬼丸 裕子 ◎明野東小から 

ひまわり２ 木本 楓菜 ◎東大分小から 

ひまわり３ 小野 怜子  

ひかり１ 古谷 道子  

ひかり２ 岡部 たか子 ◎大在西小から 

ひかり３ 遠島 知恵美  

ことばの教室 栁井 洋子  

児童支援 宇野 健史  

体育専科 朝久野 圭一  

４年部副担任 齊藤 真利奈  

英語専科 高原 小愛 5.6 年(火、木、金) 

養護教諭 八坂 美保子  

【 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 

拠点校指導教員 平林 久美  

学校事務 藤田 綾子  

学校主事 田辺 郁治 ◎春日町小から 

学校栄養職員 小原 久美子 ◎寒田小から 

図書館支援員 古屋 かんな  

補助員 古庄 いづみ  

補助員 工藤 涼子  

学習支援員 新村  悠 ◎東稙田小から 

スクールサポーター 三島 正子  

ＩＣＴサポーター 荒木  剛  

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 安東 珠樹  

ＡＬＴ ネイサン  

※育産休中 吉田美紀、板井葵 

 

 ●スクールゾーンについて 

学校の正門前の道路（図の赤斜線部分）は、

スクールゾーンに指定されており、日曜と休日を

除く７：４０～８：１０の間は、軽車両を除く車両は

通行禁止になっています。 

スクールゾーンとは、

道路交通法により、通学

中の児童生徒の安全を

確保するために設置さ

れています。ちなみに、罰則は、３か月以下の懲

役もしくは、５万円以下の罰金です。夏休みや冬

休みも含み３６５日適用されます。 

児童が、安心して通学できるよう、また、正しい

交通法規と交通ルールを身につけることができる

よう、周囲の大人がお手本となる行動をお願いし

ます。 

■ ４月・５月の主な行事  

４月 主 な 行 事 

１９日（月） 職員会議 身体測定(１・４) 

２0 日（火） 県学力調査(５) 身体測定(２・６) 

２１日（水） 委員会 身体測定(３・５) 定時退勤日 

２２日（木） 特別校時 保護者総会懇談会 

２６日（月） 企画会議 聴力検査(１・３) 

２７日（火） 聴力検査(２・５) 保護者面談① 

２８日（水） 保護者面談② 

３０日（金） 平和集会 保護者面談③ 

５月 主 な 行 事 

６日（木） 保護者面談④ 

７日（金） 保護者面談⑤ 

１０日（月） 職員会議 

１１日（火） 歯科検診（１・３・５） 

１２日（水） 避難訓練 研修日 

１３日（木） 歯科検診(３・６) 自転車教室（３） 

１４日（金） 全校集会 

１７日（月） 企画会議 

１８日（火） 内科検診（３・６） 腎臓健診 

１９日（水） 小教研 定時退勤日 

２０日（木） 内科検診(２・５) 

２１日（金） 学校評議員会 自由参観日 

２４日（月） 職員会議 

２５日（火） 内科検診(１・４) 

２６日（水） 委員会 

２７日（木） 全国学力調査(６) 
 
※（ ）の数字は学年 

※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（安東） 

 

ココ 

【今月のひとこと】 

本校３年目となりました。今年度もよろしくお願いします。 

首都圏でのコロナ拡大が危惧されます。今年度は昨年のよう

な一斉臨時休業とはならず、各学校で感染防止対策を行いな

がら教育活動を進めていきます。状況によって中止や短縮す

ることもあると思いますがご理解ご協力をお願いします。 


