
 大東市立諸福小学校 

平成３０年４月１3 日（金） 

第１号 校長 小林 享子 

０７２－８７３－５８１６ 

平成３０年度、スタートしました！  

      ＝安心して楽しく生き生きできる学校めざして＝ 

このたび、住道南小学校より４月１日付で転任してきました校長の小林享子でございます。  

学校教育目標「豊かな心をもち、自ら学び、たくましく生きる子ども」のもと、教職員全員

が一丸となって、子どもたちが安全で、安心して、楽しくいきいきと学校生活が送れるように、

全力で教育にあたってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

第４5 回入学式 １１１名の新１年生が入学しました！ 

新入生の保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうご

ざいます。教職員一同、心よりご入学をお待ちしており

ました。４月６日（金）校庭の桜の花が咲き誇る中、大

東市教育委員会をはじめ、ご来賓の方々のご臨席を賜り、

本校の第４５回入学式を行いました。 

校長のお祝いの言葉として、新入生の成長を願って３

つのお話をしました。「友だちと仲良くする」、「元気よく」、

「考えたり工夫したりして楽しく勉強すること」の３つ

です。児童会からは、諸福小の１年間の行事を寸劇でたのしく、わかりやすく紹介してくれま

した。式後、来賓の方様から「１年生の姿勢、態度がとても素晴らしかった」とお褒めの言葉

をいただきました。 

始業式  ＝二度あるスタート＝ 

４月９日（月）始業式、平成３０年度が始まりまし

た。新班長さんを先頭にきちんと並んで登校する姿が

見えました。また始業式での挨拶も大きな声で、新し

い学年のスタートにあたり、頑張ろうという思いが伝

わってきました。 

２年生から６年生の皆さん、「進級おめでとうござい

ます！」子どもたちにとって「分からないことが分かるようになり、出来ないことが出来るよ

うになる」教育活動を進めていきます。始業式では、一年間の始まりにあたり、「４月は自分を

新しい自分に変身するチャンスです。」であるとういう話をしました。 実は、私たちにはもう

一度目標を立ててスタートするチャンスがあるのです。その時こそ、新学年の始まりであるこ

の４月なのです。進級した学年や学級では、必ず目標を立てます。この時に軌道
き ど う

修正
しゅうせい

をすれば

よいのです。うまくいっている人は、新年の目標を実現させるためにさらに頑張る。少し直し

たり、変えたりする人は、ここでもう一度よく考えて、新たな目標を立てればよいのです。 

 この二度あるスタートを上手に使えば、小学校６年間でどれだけの目標が実現できるでしょ

うか。それは、皆さん自身の気持ちの持ちようで決まってくるのです。    

お家でも、もう一度お話をする機会をつくってください。よろしくお願いいたします。  

来年の３月の成長を期待しています。 

諸 福 小 だ よ り 



＊教職員の異動をおしらせします＊   

 下記の先生方が転勤・退職された先生方です。本当にありがとうございました。  

武内 秀人 校長  住道南小学校へ 

田村 ひとみ 教頭  諸福中学校へ 

竹﨑 早苗 先生  四条北小学校へ 

中居 伸彦 先生  南郷小学校へ 

山本 達也 主事  名古屋市立常盤小へ 

久保 智子 先生  三箇小学校へ 

金 泰裕 先生  四條畷市へ  

森下 友香里 介助員 灰塚小学校へ 

篠川 絵梨 先生  灰塚小学校へ 

鵜城 貴利 先生  氷野小学校へ 

中島 将友 先生  寝屋川支援学校へ 

須和 美由紀 先生  台北日本人学校へ 

森岡 佳子 先生  四条北小学校へ 

小原 昌之 先生  住道北小学校へ 

堀本 愛美 養護助教諭 泉小学校へ 

中河 京子 校務員 北条中学校へ 

＊ようこそ諸福小学校へ＊「よろしくお願いします」【転入・新採等】 

小林 享子 校長  住道南小学校より 

白石 克己 教頭  灰塚小学校より 

中居 百合絵 先生  三箇小学校より 

中元寺 敏夫 先生  四条小学校より 

三木 聡一郎 先生   泉小学校より 

堀場 明子 主事  寝屋川市立和光小より 

川上 弘美 介助員 氷野小学校より 

永岡 慎太郎 先生  北条小学校より   

西田 恵子  先生  枚方市立香陽小より 

平松 優花  先生  新規採用 

山本 加奈  先生  本校主事より 

小原 涼佳  先生  新規採用 

廣田 直子 校務員  北条中学校より 

 

＊今年度の学校体制です。よろしくお願いします＊    

校長 小林 享子    教頭 白石 克己 

学年等 １組 ２組 ３組 ４組 

 

１年 安渡 直実 笹田 望美 大江 幸代 中元寺 敏夫 

２年 平林 見哉 有馬 唯 齋藤 翔太 小原 涼佳 

３年 中島 孝 西原 佳純 吉江 盛朗 中居 百合絵 

４年 三木 聡一郎 森山 真澄 清水 佑華 永岡 慎太郎 

５年 西田 恵子 竹部 保 漁野 佑介 平松 優花 

６年 山本 雄規 宿利原 めぐみ 谷 知樹 米澤 真弓 

たんぽぽ 小和田 亜沙子 森田 正徳 長田 善季 安原 真紀 

たんぽぽ 足立 伊三務 万木 さとよ 山本 加奈 4 月 18 日付着任 4 月 23 日付着任 

＜学級担任外＞  

首席・教務 髙島 剛 少人数指導 彦坂 愛美 TM 担当 松井 悠美子 

音楽専科 辻田 いずみ 養護教諭 藤井 教代 通級指導 田中 千種 
 

理科専科 4 月 18 日付着任 生活指導主任  南 雄介 児童支援 藤井 敬子 

栄養教諭 中村 美佐子 事務 竹田 祐二郎 堀場 明子 校務員 廣田 直子 

介助員 佐々田 知恵 川上 弘美  

   

<児童数> ４月９日現在 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

１１１名 １３６名 １４３名 １４１名 １５５名 １２８名 ８１４名 

 


