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平成２９年度が始まります！ 
校長 大西 宏道  

 

今年は例年より桜の満開が遅かったですが、新１年生の入学と在校生の進級を祝っ

てくれています。３月２１日に学校を巣立っていった卒業生に代わって、新１年生が

４月１０日に入学してきます。いよいよ、平成２９年度の杭瀬小学校が始まります。 
新１年生の保護者の皆様には、お子様のご入学、誠におめでとうございます。心か

らお祝い申し上げます。 
本校では、「教育目標」と「目指す子ども像」を次のように考えています。 

［教育目標］ 

学ぶ喜びを実感させ、心豊かでたくましい子どもの育成を図る 

［めざす子ども像］ 

・ 目標を持ち、自ら意欲的に学び続ける子 

・ 集団の一員としての自覚を持った子 

・ 思いやりや感謝の気持ちを持った子 

・ 認め合い、励まし合い、高め合う子 

 
この教育目標の具現化を目指して教職員一同、全力で頑張って参ります。よろしく

お願いいたします。今年度も杭瀬小学校では、学級担任や専科教員、養護教員、栄養教員、 

計算科教員の他に新学習システム担当教員、読書力向上支援員、主幹マネジメント教員、拠

点校指導教員、教育支援員などの加配教員（支援員）が配置されました。昨年度以上に充実

した教育活動に取り組んで参ります。どうか、これからも杭瀬小学校の教育活動へのご理解

とご支援をよろしくお願いします。 

さて、この４月は子どもたちにとって、楽しい季節です。新しい友だちや先生との

出会いがあります。どの子も希望や期待と少しの不安でいっぱいです。みんな新しい

気持ちでこの１年間を過ごそうとしています。その気持ちを温かさと厳しさのある眼

差しで大切に見守り、将来への夢へと育むことができるよう、学校とご家庭の連携を

より密にしていきたいと存じます。 

また、日頃より子ども達の下校後の様子や登下校の安全指導等でお世話になってお

ります地域の皆様方には、今年度もよろしくお願い申し上げます。学校・家庭・地域

の三者連携の中に子ども達の健全な成長があります。周りの人々との良好な関係の中

で人間として成長していくと思います。どうぞ１年間よろしくお願いします。 

 

杭瀬小だより 



着任式　始業式
集団登校開始 学級編制替え
下校(12:00) 大掃除・荷物移動(10:45)

下校(9:20) 受付(9:20)　入学式(10:00)

5・6年　式場片付け
登校指導 4年　身体測定

離任式・退任式(8:45)
2～6年　給食開始
4年　内科検診(13:30)

登校指導 2・5年　身体測定

登校指導 3・6年　身体測定
3・6年　内科検診(13：30)

6年・光　視力検査
光　身体測定
2・5年　内科検診(13:10)
身体測定1年
6年　全国学力・学習状況調査
4年　色覚検査（希望者のみ）
5年　視力検査
参観・懇談　光：2校時　1年：3・4校時
　　　　　　　　2～6年：5・6校時
4年　視力検査
尿一次検査(収集日1)

3年　視力検査
1年生を迎える会 尿一次検査(収集日2)

委員会活動(第1回：6校時) 1・4年　心臓検診

朝会 2年　視力検査
家庭訪問(14:15)　大堤栄町　本町　新町　さくらタウン

1年　視力検査
家庭訪問(14:15)　今福　寺島　北新町　高田
1年　給食開始
5年　聴力検査
家庭訪問(14:15)　西町　北町　栄町　元町・東町

3年　聴力検査
家庭訪問(14:15)　王子製紙　NTT　団地A　団地B　団地C

昭和の日

17 月

11 火

12 水

13 木

8 土

9

29 土

30 日

26 水

27 木

28 金

23 日

24 月

25 火

20 木

21 金

22 土

18 火

19 水

14 金

15 土

16 日

日

10 月

7 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １９日(水)  各教室 
 授業参観  懇談会 
・光(ひかり) ２校時 

 ・１年    ３校時 ４校時 
 ・２～６年  ５校時 ６校時 
 
平成２９年度初めての授業参

観と懇談会です。学級担任はも

ちろんのこと、全職員が皆様と

の出会いを楽しみにしておりま

す。万障お繰り合わせの上、多

数ご出席くださいますようお願

いします。 
授業参観では、入学・進級し

たお子様のがんばっている姿や

学級のお子様の様子をご覧くだ

さい。懇談会では、担任から学

級経営方針やお願いすることな

どをお話しする予定です。 

授業参観･学級懇談会 

６年生頑張る！ 
春休みの４月５日、新６年生が登校し、新年度に向けた机・椅子の移動

や入学式の準備等をしてくれました。一生懸命働く姿が印象的でした。こ

れから学校を背負っていく、最高学年にふさわしい姿を示してくれました。 
 杭瀬小学校の「顔」として様々な場面で活躍してくれることを期待して

います。 



教職員の異動 

【離任】               【着任】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 平成２９年度教職員 》 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 （音楽）乾 誠司 （図工）飯田 亜依 （養護）谷本 明香 

 （栄養）三浦 千尋 （事務）横山 督子 （新学習）小野 彩未 

   （計算科）佐々木 崇  （主幹ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ）堺 恭子 

   （読書力向上）岩元 友美 （教育支援員）原田 孝子 

   （生活介助員）竹島 愛  井上定子 （ALT）アラン・ミラー 

   （拠点校指導）山内 喜晴 （校務員）西牟田 健  俣木 伸一郎 

   （開放職員） 川畑 定男  米谷 砂夫  森井勇夫 

武市俊彦 教頭 立花北小学校 

尾﨑 智洋 園田小学校 

渡邊 亜由美 園田南小学校 

丹羽 雅彦 わかば西小学校 

桝尾 一秀 浦風小学校 

寺﨑 福恵 武庫庄小学校 

土山 敬三 成良中学校 

宮内 淳子 退職 

堺  恭子 退職 

 

渡邉明美 教頭 市教委 

足立 由賀 潮小学校 

下村 一貴 武庫小学校 

浅野 栄介 新採用 

橋本  星 新採用 

小野 彩未 武庫庄小学校 

田渕 聖子 浜田小学校 

山内 喜晴  竹谷小学校 

堺  恭子 杭瀬小学校 

俣木 伸一郎 新規任用 

 

   1 組  2 組 3 組 

ひかり 堂坂 裕崇 足立 由賀 ＊＊＊＊ 

１ 年 松本 みゆき 下村 一貴 田渕 聖子 

２ 年 松野 洋子 津田 華波 ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ梨恵 

３ 年 秋山 紀子 浅野 栄介 原田 夏実 

４ 年 成田 信太郎 橋本  星 山本 由香里 

５ 年 小阪 学史 竹本 貴志 中原 小牧 

６ 年 荒木 裕亮 檍  貴之 ＊＊＊＊ 

 



☆ 学校の通用門について 

 

  児童の通用門は、正門（運動場東側）、南門（昼間は閉鎖）の 
２カ所です。ご協力よろしくお願いします。 

 
☆ 本校の電話番号について 

 

本校の電話番号は３つあります。 

①（０６）６４８８－３５８１ 着信専用 

②（０６）６４８８－３５８２ 電話・ファックス 

③（０６）６４８８－３１９５ 電話 

 

※ 学校からかける電話は、②か③の番号表示になります。 

学校へは、①の代表電話にかけていただきますようお願いします。 

 

☆ 保護者用ⅠＤカードの配付について 

 

 保護者用 IDカードを各ご家庭に 1枚、お子様を通じて配付し

ています。 

このカードは、保護者と不審者とを区別するものですので、

参観日や担任に用がある場合など、ご来校の際には必ずつけて

ください。 

杭瀬小学校に兄姉のいない新１年生のご家庭には、準備がで

きしだい配布いたします。 

 

☆ミマモルメについて 

 

学校の情報や警報による対応についてのお知らせ等をよ

り早く確実に伝えることを視野に入れて、『ミマモルメ』の

利用を積極的に進めています。防犯上の情報、学級閉鎖の情

報など、より確実な情報提供を行うため、メールへの積極的

な登録をよろしくお願いします。 

 

 


