
ご入学、ご進級おめでとうございます！

早々と満開を迎えた桜から新しい葉が出てくる中、平成３０年度がスタートしました。

今年度は１１５名の新１年生を迎え、全校児童６６７名、全学級数２６学級と教頭先生をはじめ新

しくなった教職員の組織で、難波の梅小学校の教育活動が始まります。

一つずつ学年の上がった子どもたちの瞳は皆、「よし、がん

ばろう」という思いで輝いています。この子どもたちが笑顔

で元気いっぱい、毎日の学校生活が送ることができるよう、

教職員一同、気持ちも新たに引き締めて、力いっぱいがんば

っていきたいと思います。

さて、本校では、学校教育目標を次のように掲げています。

この目標を実現するために、保護者・地域の皆様と連携の元、

教職員一同、全力で取り組んでまいります。保護者・地域の

皆様方には、より一層のご理解、ご支援をお願いいたします。

【平成３０年度 教職員の異動】

教 育 目 標

豊かな心とたくましい体を持ち、自ら考え意欲的に学ぶ子どもの育成
＜めざす子ども像＞

・自ら考え学ぶ子 ・自他を愛する子 ・健康でたくましい子

＜学校像＞

・子どもが通いたくなる学校

・保護者や地域が通わせたくなる学校

・教職員が働きがいのある学校

＜教師像＞

・子どもに寄り添う温もりのある教師

・的確に優しくも厳しく指導できる教師

・子ども･保護者･地域から信頼される教師

学 校 経 営 方 針

―地域の子は地域で見守り育てられる核となる学校づくり―

難波の梅小ホームページアドレスhttp://www.ama-net.ed.jp/school/E04/index.html

学校通信 ＮＯ．１

平成 ３０．４．９

難波の梅小学校

【転職】

福田 菜緒（旧２年担任）

【転出】

藤井 健三郎（教頭） 潮小学校長に昇進

植木 愛子（養護教諭）清和小学校へ

大長 正三郎（校務員）尼崎北小学校へ

竹之内 吉和（校務員）武庫の里小学校へ

西村 かすみ（介助員）伊丹市立南中学校へ

【長期研修休業】

西村 奈千（旧２年担任）ブータンへ

【転入】

中井 研二（教頭） 清和小学校より

大谷 玲子（２年担任）立花小学校より

中川 あや（１年担任）名和小学校より

田中 ひろこ（難聴学級）金楽寺小学校より

長谷川 千泰（養護教諭）園田小学校より

杣 裕之（５年新学習） 浜田小学校より

常見 一彦（１年新学習）難波小学校より

藤村 荘一（校務員） 新採用

上村 富士子（主幹マネジメント）

吉見 美紀子（介助員） 金楽寺小学校より

【今年度の教職員】

１年 １組 吉森 健朗、 ２組 平野 ゆかり、３組 白坂 理江 ４組 中川 あや

２年 １組 福井 美智子、２組 田中 真衣、 ３組 大谷 玲子

３年 １組 橋本 昭子、 ２組 古川 雅之、 ３組 松岡 絵美

４年 1組 築山 卓未、 ２組 德田 啓子、 3組 玉理 悠花

５年 1組 平島 理絵、 ２組 永濱 可奈子、3組 中尾 武史 ４組 西野 貴美子

６年 1組 森 大祐、 ２組 久保田 春妃、３組 垣下 亨 ４組 飯尾 有紀子

【４月の行事予定】

＊１０日（火）の入学式には新２年生が代表として出席します。その他の学年は家でお祝いをし

ます。（兄弟姉妹につきましても席の関係上、家でお祝いをさせるようにお願いします。）

＊４月・５月は保健に関する行事が多くあります。健診・検査日程をご確認ください。

＊家庭調書・保健調査票・結核問診票・運動器検診問診票・心臓検診調査票（１・４年）等、た

くさんの記入がありお手数をおかけしますが、期日までにご提出ください。

＊家庭訪問の詳細につきましては、後日お知らせします。

９日（月） 着任式 始業式 学級編成

１０日（火） 入学式

１１日（水） 身体計測６年 中学校入学式

１２日（木） 離任式 給食開始 平常授業開始

１３日（金） 身体計測５年

委員会（５・６年のみ6時間）

１６日（月） 固定時間割開始 身体計測４年

１７日（火） 学力調査6年 身体計測3年

代表委員会 尿検査

１８日（水） 参観懇談こばと・あおば（５～

６校時） 身体計測2年あおば

集会 尿検査

１９日（木） 参観懇談２～６年（５～６校時）

身体計測1年

２０日（金） 参観懇談1年(３～４校時)

視力検査4年

２３日（月） 耳鼻科検診５6年

２４日（火） 1年生を迎える会 視力検査3年

２５日（水） 家庭訪問１ 視力検査6年

４の１色覚検査

２６日（木） 家庭訪問２ １年給食開始

視力検査５年 ４の２色覚検査

２７日（金） 家庭訪問３ 視力検査２年あおば

４の３色覚検査

5月行事予定

１日（火） 家庭訪問４ 視力検査１年 ２日（水） 家庭訪問５ 聴力検査５年

１０日（木） 地区児童会 １７日（木） 授業参観・PTA総会

校長 上田 忠治

教頭 中井 研二

あおば 小山 祐貴子・米田 早織

こばと 石川 佐知子・田中 ひろこ

難聴通級 伊藤 圭子

院内 小野山 千賀子

音楽 大西 克昌

図工 坂野 由紀子

理科 合田 憲五

計算 福地 繁雄

スクールカウンセラー 羽根 寛子

ＡＬＴ マイケル・ルイス

ＪＴＥ 安森 千賀

介助員 太田 恵美子・吉見 美紀子

養護 長谷川 千泰

栄養 北村 眞由美

新学習 赤井 康祐・杣 裕之・常見 一彦

主幹マネジメント 上村 富士子

学校事務 奥松 由希子

校務員 塩谷 英知・藤村 荘一

教育支援員 市原 沙弥佳

読書力向上 石井 涼子



【平成３０年度 教室配置図】

◇ホームページ、PTA会報等への写真掲載について

難波の梅小では、学校ホームページやPTA会報誌でお子さんの学校生活の様子を写真でお知

らせしております。個人名が特定されることのないよう十分配慮していますが､掲載について同

意されない方は年度当初に連絡帳等で担任までお知らせ下さい。

◇ミマモルメの登録は、いつでも受け付けています （必要な方は担任にお申し出下さい。）

本校では、学級連絡網を作成しておりません。そのため緊急な連絡等はメール配信でお知らせ

をしています。未登録の方は各自で同じ学年の登録者の方へご依頼いただくなど、学校からの連

絡が伝わりますよう、よろしくお願いします。

◆校門の電気錠によるロックシステムについて

児童の安全を確保するため校門を電気錠でロックする時間を設けます。校門がロックされてい

る時は緑ジャンパーの安全管理員に声をかけて頂くか又は、小門右の○押ボタンを押して来訪者名

と用件をお知らせ下さい。そうすれば校舎内より開錠します。なお、来訪時には保護者証を着け

ていただきますようお願いします。

【平成３０年度 今後の参観日等 主な行事予定】

※ あくまでも予定ですので、変更があることをご了承ください。よろしくお願いいたします。

※ 毎週木曜日は定時退勤日となっています。ご理解ご協力をお願い致します。

日 曜 主な行事予定

５月１７日

６月 ２日

６月 ３日

６月 ４日

６月２８日

７月 ６日

８月２７日

９月3～4日

９月12～13日

９月２０日

９月24～28日

１０月4～10日

１１月 ２日

１１月 ３日

１１月 ５日

１２月 ４日

１月１７日

２月１９日

２月２２日

３月２０日

木

土

日

月

木

金

月

月・火

水・木

木

月～金

木～火

金

土

月

火

木

火

金

水

参観（５校時）PTA総会（６校時）

体育大会・オープンスクール

体育大会予備日

〈体育大会代休日〉

難波の梅フェスティバル・オープンスクール

参観・懇談（５・６校時）

２学期始業式

夏休み作品展

６年修学旅行

オープンスクール・引き渡し訓練

５年自然学校

個人懇談

音楽会（児童）

音楽会（保護者）

〈音楽会代休日〉

オープンスクール・懇談

書き初め展・オープンスクール・「１.１７は忘れない」防災訓練

低学年参観・懇談（５・６校時）

高学年参観・懇談（５・６校時）

第５回卒業証書授与式

☆欠席・遅刻・早退の連絡についてのお願い

欠席・遅刻・早退の連絡は連絡帳にてお願いいたします。お子様の安全確認と緊急時電話が使

えるようにするためご協力をお願いします。やむを得ず電話での連絡の場合は、朝８時半までに

して下さい。

遅刻・早退の際は、児童の安全な登下校のため送迎をお願いします。

来校の際は、名札の着用をお願いします。

４月の生活目標

気持ちのよいあいさつや返事をしよう。名札をつけよう。


