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 校長として着任してから、２年目を迎えました。この間、保護者、地域の皆様方には、一方ならぬご理

解とご協力を賜わりましたこと、厚くお礼申し上げます。 

 平成３１（令和元年）年度がスタートしました。まずは子どもたちが元気に学校に来てくれること、勉

強や友だちとの学校生活が楽しいといえる学校にと努力し、活気と落ち着きのある学校づくりをめざし

てがんばります。本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

  

 

 

４月５日（金）諸福小の桜も咲き誇

る中、大東市教育委員会教育研究所

所長奥村彰吾様をはじめご来賓の

方々のご臨席を賜り、第４６回入学

式を行いました。 学校長のあいさ

つの中で、３つの種のお話がありました。「健康の種」「元気の種」「仲良

しの種」毎日病気をしないで、交通事故に遭わないで勉強ができるよう

に「健康の種」、何事にも元気で頑張る子は勉強が好きになります。運動

も上手になる「元気の種」、誰とでも仲良くし、力を合わせて、楽しい毎日を過ごす「仲良しの種」です。三つ

の種を心の中で大切に育てて、立派な花を咲かせて下さいとお願いしました。 

 児童会からは上級生の代表として、諸福小の一年間の生活を寸劇で表現してくれました。大変わかりやすく、

新入生は身を乗り出して見入っていました。児童会の皆さんありがとうございました。 

   

 ４月８日（月）始業式、平成３１（令和元年）年度がスタートし

ました。登校時、校門に立っていると、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。あいさつも３月より元気にでき

ていました。新しい学年のスタートにあたり、頑張ろうという気持

ちが伝わってきました。 

 始業式では次のような話をしました。 

 ４月、５月は学級づくりをする上で、とても大切な時期です。各

担任も一生懸命です。そして何より子どもたち自身に、よいクラス

づくりの主役として頑張ってほしいという願いをこめて校長から

昨年から目標に挙げている諸福小の「５つの名人」の話と「普通」

に毎日を過ごすことの大切さを話しました。諸福小の５つの名人と

は 

１つ目は、あいさつの名人、２つ目はそうじの名人、３つ目は時間

を守る名人、４つ目は遊びの名人、５つ目は人にやさしい名人です。

その５つの名人は当たり前のことです。その当たり前のことを毎

日、普通にしていくこと。普通を続けると、やがてそれは名人にな

ります。でも、普通ができなければ、名人どころか、全ての努力や約束が崩れてしまいます。諸福小の児童の

皆さんが名人でいっぱいになれば、自分の学校に誇りを持てる素晴らしい学校になっていくことでしょう。こ

の５つの名人のことを考えて、行動できる人になって欲しいと願います。 

諸福小だより 

１２４名のぴかぴか１年生入学 

平成３１年度（令和元年） 新学期スタートです。 

「スイッチをオフからオンにする時がきました。」 



 

<児童数> ４月８日現在 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

１２４名 １１４名 １３７名 １４４名 １３８名 １５２名 ８０８名 

＊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。 

森山 真澄先生  四条小学校へ 

辻田 いずみ先生  灰塚小学校へ 

大江 幸代先生  三箇小学校へ 

多田 歩生先生  北条小学校へ 

谷  知樹先生  四条北小学校へ 

藤井 敬子先生  住道南小学校へ 

松井 悠美子先生 大東市教育委員会へ  

小原 涼佳先生  寝屋川市立堀溝小学校へ 

平林 見哉先生   住道北小学校へ 

山内 幸二先生   大阪市立今津小学校へ 

佐々田 知恵先生  四条小学校へ 

中村 美佐子先生  ご退職 

高橋  渉先生   ご退職 

万木 さとよ先生  ご退職 

高野 隆喜先生   ご退職 

岡原 航平先生   ご退職 

渡壁 隆子先生   ご退職 

＊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】 

氏原 ゆかり先生  泉小学校より 

上西 麻由先生   四条小学校より 

齋藤 麻依先生   住道北小学校より 

小西 孝平先生   深野小学校より 

上山 大貴先生    新規採用 

張田 敬子先生    住道南小学校より 

末田 達廣先生    南郷小学校より 

長谷 恵理菜先生  門真市立第五中学校より 

加茂 直樹先生   新規採用 

海本  樹先生   新規採用 

中島 恵莉佳先生  新規採用 

青木 由紀栄養士  南郷小学校より 

高橋 奈巳介助員  住道南小学校より 

島田 雅代介助員  四条北小学校より 

尾崎 隆子SSWサポーター 新規採用 

 

＊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 笹田 望美 西田 恵子 西原 佳純 中島 恵莉佳 

２年 安渡 直実 上山 大貴 竹部 保 張田 敬子 

３年 海本  樹 宿利原 めぐみ 平松 優花 小西 孝平 

４年 中島  孝 齋藤 麻依 加茂 直樹 齋藤 翔太 

５年 山本 雄規 永岡 慎太郎 上西 麻由 米澤 真弓 

６年 清水 佑華 漁野 佑介 有馬 唯 三木 聡一郎 

たんぽぽ 安原 真紀 氏原 ゆかり 長田 善季 森田 正徳 

たんぽぽ 足立 伊三務 岡 友梨香 山本 加奈 中元寺 敏夫 末田 達廣 

＜学級担任外＞  

首席・教務 髙島 剛 少人数指導 田原 真帆 TM担当 彦坂 愛美 

音楽専科 中居 百合絵 養護教諭 藤井 教代 通級指導 田中 千種 
 

理科専科 ４/１５日以降着任 生活指導主任  南 雄介 児童支援 河村 町蔵 

外国語専科 長谷 恵理菜 初任者指導 吉江 盛朗 栄養士 青木 由紀  

事務 
竹田 祐二郎 

堀場 明子 
校務員 廣田 直子 介助員 

川上 弘美 島田 雅代  

高橋 奈巳 

   


