
 

 

 

 

令和４年度が始まりました。 
年度当初、天候にめぐまれて気持ちよくスター

トを切ることができました。 

今年もまた、「一人ひとりが生かされ、笑顔あふれる

学校」を実現するために、新しいメンバーで教職員

一同、頑張ってまいります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

～ 教職員の異動をお知らせします ～ 
＜転出等＞ 今まで、ありがとうございました。 

甲斐 温子 先生（灰塚小学校へ） 

山本 雄規 先生（深野小学校へ） 

安原 真紀 先生（大阪府立枚方支援学校へ）      

黒川 千恵子 先生（吹田市立藤白台小学校へ） 

安渡 直実 先生（愛知県みよし市立三好丘小学校へ） 

西村 果奈 先生 （ご退職） 

有江 星哉 先生（大阪府立思斉支援学校へ） 

張田 敬子 先生（深野小学校へ） 

八軒 千佳 先生（北条小学校へ） 

川上 弘美 介助員（深野中学校へ） 

髙橋 奈己 介助員（灰塚小学校へ） 

 

 

＜転入等＞ これから、よろしくお願いします。 

羽田 名緒子 先生（住道北小学校より） 

福本 典子 先生（住道北小学校より） 

下田 晃子 先生（氷野小学校より）  

佐野 友樹 先生（三箇小学校より）      

家根川 真衣 先生（交野市立高津小学校より） 

伊東 洸星 先生（四条小学校より） 

鹿志村 敢 先生（南郷小学校より） 

山本 加奈 先生（深野小学校より） 

田中 緋音 先生（北条小学校より） 

鷹箸 朋輝 先生（新規採用） 

高野 隆喜 先生（新規配置） 

岸本 華奈恵 介助員（南郷小学校より） 

浅羽 忍 介助員（諸福幼稚園より） 

 

 

＜その他＞  

三木 聡一郎 先生（育児休業） 

～ 今年度の学校体制です ～ 
校 長 田村 ひとみ    教 頭 南 雄介   

 １ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組 

１ 年 齋藤 麻依 鈴木 貴之 平松 優花  

２ 年 米澤 真弓 鷹箸 朋輝 家根川 真衣  

３ 年 田中 緋音 彦坂 愛美 小西 孝平  

４ 年 上山 大貴 羽田 名緒子 兼重 陽  

５ 年 上西 麻由 鈴木 憲 寺前 希保  

６ 年 堀家 真理恵 伊東 洸星 須和 美由紀 浦田 弦毅 

支援学級 

川戸 賢治 井上 綾子 小和田 亜沙子 中元寺 敏夫 

田中 寛人 鹿志村 敢 山本 加奈 福本 典子 

下田 晃子 佐野 友樹   

教務・首席 漁野 佑介 

音楽専科 中居 百合絵（４、５、６年） 

理科専科 齋藤 翔太 外国語専科 藁谷 早 

通級指導 田中 千種  児童支援 Co 中島 孝 

少人数指導 遠池 利恵（３，６年算数） 西原 佳純（４，５年算数） 

特別支援ＣＯ 田中 千種 川戸 賢治 中島 孝 

ＰＴＡ書記 中元寺 敏夫 西原 佳純 須和 美由紀 

地域教育協議会 中島 孝 寺前 希保 

養護教諭 藤井 教代 栄養士 青木 由紀 

事 務 大渕 里紗   前田 師弘 

介助員 杉野 美子  樋上 典子 岸本 華奈恵 浅羽 忍 

 

 

 

 

大東市立諸福小学校 

校長 田村 ひとみ 

令和３年４月１１日（月） 

運動場の桜が満開です 



昨日は入学式でした。114人全員でスタート！ 
４月７日（木）に、本校の令和４年度入学式を行いました。３月のうちから咲き始

めた桜が、散ってしまわないかなと心配でしたが、当日はなんと満開。去年の１年生

が植えたチューリップもこの日に合わせてきれいに咲きそろいました。まるで新入

生のために打ち合わせでもしていたかのようです。本当に、よかった。 
 

入学式で新入生のみなさんにお話したのは、以下の２つでした。 

① 「お・あ・し・す」のあいさつをしよう  

  お：「おはよう」、あ：「ありがとう」、し：「しつれいします」、す：「すみません」 

② 自分の命を何より大切に 

  登下校時や学校で危険なことをしない。何かあったら、先生や大人に言う 
 

入学式のあと、新入生の保護者の皆さんにお願いしたことは、以下の３つでした。 

① 朝、登校班に間に合うようにお願いします。 時々出発を見守ってあげてください。 

② お家で学校でのことについてお子様とお話をしてください 

③ 学校で困ったことがあればご相談ください 
 

以上のことはどちらも２～６年生にも同じことをお願いします。 

家庭と学校で協力して子どもたちを健やかにはぐくみましょう。 

4/8始業式。リモートでお話をしました。 
本校は全校児童数が 691名で、市内で一番大きな小学校です。どれぐらい大きい

かというと、次に大きな学校は本校より 150人以上少ないです。だから全校児童が

体育館で集まると子ども同士の間隔を十分にとることができません。そこで、感染予

防のため、現在はリモート会議のシステムを使って集会をしています。児童は各教室

の TV を通して映像を見ながらお話を聴いています。今後は、運動場で間隔をとっ

て並んだり、体育館で２～３つずつの学年に分けたり工夫して、安全性を保ちながら

集合型の集会も実施していきたいと考えています。 

家庭訪問を、通常どおり行います。 
ただし、お話の際は十分距離を取り、時間は 10分程度とさせていただきます。ま

た、まん延防止等特別措置などが出た場合には、日程はそのままで、去年度と同様に

お電話での懇談に変更とさせていただきます。詳細については別に配布する文書を

ご覧ください。 

４月の授業参観を２分割で行います。 
春休みに入って、大阪府の新型コロナウイルスの感染状況は下げ止まりの様子を

見せており、今後の動向を予測するのが難しいです。そこで、4/22（金）に予定し

ております授業参観を、２分割で実施いたします。お子様の出席番号の奇数・偶数で

２つのグループに分け、●時間目と●時間目のどちらかの授業をご覧いただくこと

となります。なお、まん延防止等特別措置などが出た場合には、延期とさせていただ

きます。何かとご不便をおかけしますが、ご了承ください。 

 

≪４月行事予定≫ 
 ７日（木）入学式（実施済み） 

 ８日（金）始業式（実施済み） 

１１日（月）離任式・4時間授業・給食なし 

１２日（火）給食開始（2-6年）・尿検査 

１３日（水）尿検査 

１４日（木）二計測（5,6年） 

１５日（金）二計測（3,4年） 

１８日（月）委員会・尿検査予備 

１９日（火）二計測（1,2年）・給食開始（1年） 

      全国学力学習状況テスト・CRT 

２０日（水）視力検査（6年）・地区集会（2時間目） 

２１日（木）心臓検診（1年） 

２２日（金）学習参観・PTA総会 

２５日（月）児童集会・視力検査（5年） 

２６日（火）家庭訪問（新田）・視力検査（4年） 

２７日（水）家庭訪問（西諸福）・視力検査（3年） 

２８日（木）家庭訪問・視力検査（2年） 

５月２日（月）家庭訪問（予備）・視力検査（1年） 

５月６日（金）家庭訪問（予備） 


