
  
 
 
 

 

ご入学 ご進級 おめでとうございます 
 

                                                                校 長  濵口 真由美 

 

やわらかな春風に心華やぐ季節となりました。体育館前の通路は桜の花がきれいに咲き、花壇では草木

が芽吹き、心がわくわくするような躍動を感じます。このようなすばらしい季節、活気に満ちた令和４年

度の潮小学校生活が始まりました。お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。心からお慶び申し上

げます。 

潮小学校は、４月８日の入学式において１１１名の新入学児童を迎え、全校児童６２７名で新たなスタ

ートを切ります。学級数はうしお学級を含めて２２学級、約４０名の教職員で指導していきます。子ども

たちは、新しい学年、新しい学級、新しい仲間に大きな期待を膨らませ、新たな気持ちでこの一年を過ご

していこうとしています。その気持ちを大切に見守り、子どもたち一人ひとりが自分の持っている力を精

一杯に発揮し、｢学校に行くのが楽しい｣という声が聞こえてくる、そのような学校にしていきたいと考え

ています。 

また、新学期を迎える子どもたち一人ひとりの心の変化に目を向け、何事にも挑戦していく意欲を高め、

主体的に取り組み自己解決力を育む ｢いきいきとした学校づくり｣ をめざしたいとも考えています。 

新学期は、子どもたちが大きく飛躍するチャンスです。今までと違うことに挑戦する子どもたちには、

たとえ失敗しても必ず学びがあります。この学びは、子どもたちを大きく成長させていく原動力になるも

のだと考えます。この好機を逃さず、伸びていく子どもたちを、ご家庭や地域の皆様と一緒に応援してい

きたいと思います。 
まだまだコロナ禍の不透明な日々が続くと思われますが、子どもたちが前向きに歩めますよう、実り

ある一年となりますよう、本年度も潮小学校の子どもたちのために、保護者の皆様や地域の方々の温かい

ご支援、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。   
 （本校の具体的な教育活動及び教育計画の詳細は裏面をご覧ください。） 

 
《楽しい学校生活をめざして》  

多くの児童が生活する中で，一人ひとりが好き勝手な生活をしていると｢笑顔あふれる学校｣も混乱してしまいま

す。ご家庭にもきまりや習慣があるように，潮小学校にもきまり(生活規律)や習慣(生活努力目標)があります。ま

た，生活実践目標『うしおのよいこ』も提示していますので，子どもたちの実践目標として意欲的に取り組んでほし

いと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和４年度 尼崎市立潮小学校 職員の紹介 
校 長 濵口 真由美 教 頭 由良 健一 

うしお １西元 明子  ２木村 菜穂子 通級 安川 由利子 

１ 年 
１菅原 咲樹  ２光元 のぞみ 

３山本 達也  ４仲谷 絵理香 
外国語 

パウラ・ディ・リアッコ 

 バートローミ 貴代 

 戎島 直子 

２ 年 
１浅野 尚子  ２吉岡 由香里 

３牧 幹也 

栄 養 日向 倫子 

図書支援 德井知永子 

３ 年 
１渡邊 由香  ２坂口 凌 

３岡本 つかさ ４井上 芳江 

生活介助 松本美江子  

拠点校指導 正木 伸明 

４ 年 
１藤田 素子  ２田中 美優 

３三木 健太郎 ４南島 伸子 
事 務 山崎 順一 

５ 年 
１福田 美香  ２重松 裕之 

３石田 華菜子 
技術職員 南本 勝誠   江角 希 

６ 年 １遠藤 正勝  ２尾上 友里菜 安全管理員 加藤孝史郎   高橋 光彦 

音 楽 大西 克昌 
開放職員 

 亀山 直    坂本 信吾 

 中村 由男 図 工 奥村 深雪 

高学年

専科 
川村 光希 

スクール 

サポート 

スタッフ 

井上 加奈江 

バートローミ 貴代 
養 護 山本 智美 

学習 

支援員 
香嶋 裕子 

主幹教諭 

マネジメント 
船造 敦子 

特別支

援教育

支援員 

中原 理奈 

ＳＳＷ 菅井 梨乃 

生活介助 松本 美江子  藤川 佳代子 

職員の異動について 
転 出 教 職 員 転 入 教 職 員 

福田 晃大   尼崎市教育委員会へ 

宮本 伶子   難波の梅小学校へ 

大嶋 邦昭   武庫北小学校へ 

北川 美紀   立花南小学校へ 

鳴瀬 達也   立花小学校へ 

鈴木 洋      退職 

吉本 天音   立花小学校へ 

河原崎 敏史  金楽寺小学校 

由良 健一   小園小学校より 

岡本 つかさ  金楽寺小学校より 

山本 達也   立花小学校より 

仲谷 絵理香  長洲小学校より 

藤田 素子   成文小学校より 

正木 伸明   長洲小学校より 

江角 希    金楽寺小学校より 

船造 敦子   浦風小学校より 

中原 理奈   大成中学校と兼務 

藤川 佳代子   

坂口 凌    新採用 

田中 美優   新採用 

光元 のぞみ  採用 

戎嶋 直子   採用 

香嶋 裕子   採用 

学校だより ４月号                          令和４年４月１１日 

  尼崎市立 潮 小学校 

       

 

 生活実践目標  うしおのよいこ  

う 運動大好き 元気な体   （健康） 

し 姿勢を正してがんばる心   （自律） 

お おはよう さよなら 元気なあいさつ （礼儀） 

の のびやかで やさしい心 友だちづくり （おもいやり） 

よ よく考え 勉強にはげむ子  （自主性） 

い いつも きちんと 朝ごはん  （生活習慣） 

こ 根気よくなんでも続けてのばそう力 （向上心） 

生活努力目標  「３つのあ」 

あ･･･あいさつ「あいさつをする」 

あ･･･あつまり「集合時間を守る」 

あ･･･あとしまつ「くつをきちんとそろ

える」「使ったものをかたづける」

といった当たり前のことを当たり

前にきちんとできる子 



令和４年度 潮小学校 教育目標 
 

 

 

 

 

よく学ぶ子 

（ 確 かな学力）  

 

心豊かな子 

助け合う子 

（ 豊 かな心）  

 

たくましく育つ子 

  （ 健 やかな体）  

 

 

 

令和４年度 潮小学校 重点取組項目 
（１） 教育・学習内容を充実させ,確かな学力を身につけさせる 

①授業改善の取組を促進するとともに，家庭との連携により，学力向上を推進します。 

 ・自主学習のさらなる推進 

 ・スタディプランの取り組みの充実 

②基礎基本の確実な定着を図るとともに，確かな学力を身につけさせます。 

 ・既習の習熟を図る(繰り返し練習，宿題の徹底) 

 ・水、木曜日の放課後学習を充実 

③特別支援教育充実の取組を促進し，自立や社会参加に向けた主体性を育成します。 

 

（２）心の教育を充実させ、自己実現の意識の高揚を図る 

①道徳性育成の取り組みを促進し、思いやりに満ちた人間関係及び社会とのかかわりづくりに努

めます。 

②基本的生活習慣確立の取組を促進し，心身の健全な育成を図ります。 

・生活実践目標｢うしおのよい子｣の推進 
・生活努力目標「３つのあ」 (あいさつ，あつまり，あとしまつ) の推進 

③キャリア教育の取組を促進し，社会的自立に必要な能力を育成します。 

④自尊感情の高揚を図るとともに，他人への思いやりを持って協働できる子を育成します。 

 

（３）食育や体育を充実させ,健康な体づくりに取り組む 

①食育を通して生活改善の取組を促進し,望ましい生活習慣を育成します。 

②体育・スポーツ活動の取組を促進し，体力・運動能力の向上を図ります。 

                                                

（４）安全な教育環境を確保し,防災意識の高揚を図る 

①安全教育の取組を促進し，登下校及び校内の安全確保を図ります。 

②防災教育充実の取組を促進し，危機管理能力の向上を図ります。 

 

（５）家庭・地域・学校の連携を深め,信頼され,活力に満ちた学校づくりに取り組む 

①教職員の資質向上の取組を促進し，学校の組織力及び教育水準の向上を図ります。 

②地域資源活用の取組を促進し，開かれた学校づくりを図ります。 

③学校地域共同本部の活動を充実させ，活力ある学校づくりを図ります。 

 

 

 

 

・生涯にわたって学ぶ意欲を持ち主

体的・創造的に問題解決できる。 

教育 

目標 

自立し，共に生きる子の育成 

自立し、 

共に   

生きる子

の 

育成 

・心身共に健康で，夢と志を持ち困難

にくじけず挑戦し続ける。 

・生命や自然，伝統や文化に感動でき

る豊かな感性を持てる。 

・自分に自信を持ち，他人への思いや

りを持って協働できる。 

 

４
月
の
生
活
目
標 

元
気
よ
く 

あ
い
さ
つ
を
し
よ
う

 

令和４年度の主な行事 
５月１３日（金）学校公開 

引き渡し訓練 

 ５月２５日（水）～２７日（金） 

自然学校 ５年 

 ６月 ２日（木）避難訓練 

６月 ８日（水）～９日（木） 

        修学旅行 

７月 ５日（火）学校公開・懇談 

７月２０日（水）１学期終業式 

８月２５日（木）２学期始業式 

９月 １日（木）給食開始 

９月 ２日（金）学校公開 夏休み作品展 

１０月 ８日（土）体育大会 

１１月２４日（木）～２６日（土） 

図工展 

１２月 ５日（月）～７日（水） 

         個人懇談会 

１２月２３日（金）２学期終業式 

 １月１０日（火）３学期始業式 

 １月１１日（水）給食開始 

 １月１９日（木）学校公開 

 ２月２２日（水）授業参観・懇談 

３月２０日（月）卒業証書授与式 

３月２４日（金）修了式 

 

※新型コロナウイルスの感染状況によって、 

変更の可能性がありますので、 

学校からのお手紙をよくご覧ください。 
 

４月の行事予定 

 

７日（木） 着任式・始業式 

８日（金） 入学式 

 １２日（火） 給食開始（２～６年） 

  離任式 

１９日（火） 給食開始（１年） 

       全国学力調査（６年） 

２１日（木） 参観・懇談 

２２日（金） よろしくね集会 

２５日（月） よろしくね集会（予備日） 

２６日（火）～２８日（木） 

家庭訪問 


