
  

 

  

 

「ご入学・ご進級おめでとうございます」 
この度、宇川校長に替わりまして、浦風小学校に着任いたしました、太田 和樹（おお

た かずき）と申します。これまで浦風小学校を守り、発展のためにご尽力くださりまし

た歴代の校長先生方や教職員、保護者や地域の皆様方の思いを引き継ぎ、誠心誠意努めて

まいります。 

花の便りが聞かれる頃となりました。校内の桜をはじ

め、校務員さん、そして新２年生の皆さんが育てた花が

色とりどりに咲いています。春ははじまりの季節、本校

も令和４年度がはじまりました。 

あらためまして保護者の皆様、お子様のご入学・ご進

級おめでとうございます。また、平素は本校教育活動に

ご理解やご協力をいただき、誠に感謝申し上げます。 

先日、新６年生の皆さんが登校し、新１年生を迎え入れるための準備や各教室の机やイ

スの移動など、みんなが新年度を気持ちよくはじめることができるよう、活動してくれま

した。一人一人が責任をもって役割をこなし、ていねいに飾りつけをする姿に、最上級生

としてのやる気を感じました。また、活動中の明るく元気な姿や、一つ一つの活動に真心

をこめて取り組む様子に、春休みで閑散としていた校舎はどことなく色づき、本来の輝き

を取り戻しつつあるようでした。 

７日には、新２年生から新６年生が登校します。８日には、新１年生２３名が入学し、

全校児童は１７９名となります。一人一人の中に夢や希望があり、主役である児童の皆さ

んが登校してはじめて、学校は夢や希望に満ち溢れ、輝き出します。きっと、この１年は

素晴らしくなる、いや、素晴らしいものにしたい、「よし、がんばるぞ」と、さらに熱がこ

もります。 

『豊かな心と学び続ける力をもつ、たくましい子どもの育成』を学校教育目標に掲げ、

特に「一人一人の良さ」が活きる教育活動に取り組み

ます。反面、「一人一人の良さ」を活かす上で安心・

安全な環境づくりも大切となり、学校全体を考えたお

願いをすることもあるかと思います。コロナ禍など、

先行き不透明な状況ではありますが、教職員一同、一

丸となって教育活動に取り組んでまいりますので、昨

年度と同様、温かいご理解と力強いご支援を賜ります

よう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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校長 太田 和樹  ◎転退職員 

教頭 谷口 陽一  校長 宇川 光平 転任 明城小へ 

事務 吉田 典子  担任 堀出 智也 転任 園田北小へ 

フレンズ 坂田 篤志  担任 西田留美子 転任 管外へ 

１年 小杉 宏美  音楽 山内麻紗子 転任 武庫庄小へ 

２年 岡本 愛子  新学習 船造 敦子 転任 潮小へ 

３年 中原 小牧  調理師 國見 桂代 転任 清和小へ 

４年 蓑方 利枝  教育支援員 上之園 由香里 転任 武庫の里小へ 

５年 川口 智子  読書力向上 和田 優子 転任 浜田小へ 

６年 宮武 侑矢  校務員 戸城 隆男 退職  

音楽 刑部 聡子     

養護 豊田 智加  ◎転入職員  

兵庫型学習 安本 和由  校長 太田 和樹 琴城分校より 

外国語 宮武 夏貴  担任 蓑方 利枝 管外より 

読書力向上 関本 一子  音楽 刑部 聡子 立花小より 

教育支援員 大本 友紀  兵庫型学習 安本 和由 成徳小より 

校務員 細川 浩之・大藤 雅人  外国語 宮武 夏貴 武庫南小との兼務 

調理師 伊津野 徳子・多田 敦子 

西田 直美・吉澤 起世江 

 調理師 伊津野 徳子 清和小より 

校務員 大藤 雅人 名和小より 

栄養 辻本 望  教育支援員  大本 友紀 明城小より 

ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄ 太田 ミサヲ  読書力向上 関本 一子 長洲小より 

ALT ジェームズ・ミラー     

学校開放 新屋 清秀・宮永 洋一・白川 賢    

安全管理員 山田 博・南 寛     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度職員の紹介 転退職・転入職員 

来月の主な予定  9 日(月)~12 日(木) 家庭訪問(自宅確認) 

20 日(金) ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ、PTA 総会、引渡訓練、30 日(月)～6 月 1 日（水）自然学校(5 年) 

今月の行事予定 

 

 

 7 日（木） 着任式・始業式 

8 日（金） 入学式 

11 日（月） 給食開始（2～6 年、5 校時終了後下校）、１年生集団下校（～15 日） 

12 日（火） 身体測定（4～6 年）、離任式（14:30） 

13 日（水） 身体測定（1～3 年） 

14 日（木） 内科検診（2～4 年） 

18 日（月） 委員会活動 

19 日（火） １年生給食開始、６年全国学力調査 

20 日（水） 創立記念日 

25 日（月） １年生を迎える会 

26 日（火） 参観・懇談（4～6 年 5・6 校時）、自然学校説明会(5 年)、尿検査① 

27 日（水） 参観・懇談（1 年 3・４校時、2～3 年 5・6 校時）、尿検査② 

28 日（木） ６年給食後下校 

29 日（金） 昭和の日 

 



お知らせとお願い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持ち物について  

マスク、ハンカチ、水筒、帽子、健康観察記録表が毎日必要となります。 

忘れ物がないよう、登校前に必ずご確認をお願いします。 
 

健康観察記録表（PC）について  

健康観察記録表（検温）を提出しています。休日を含め毎日体温と健康状態を記入し、登

校の前に学校に提出してください。１年生は健康観察記録表（紙）で提出してください。 

給食費の公会計化について  

尼崎市では、給食費を市が令和３年４月から保護者指定の口座から直接振替を行います。 

金額は、手数料込みで４，０００円です。 

就学援助申請書について  

就学援助申請書の関係書類の学校への提出締切は、４月１３日（水）です（１年生は１５

日）。希望されない場合も、「希望しない」で必ず担任まで提出してください。提出書類等に

不備があった場合は、再度の提出となりますので、余裕を持ってご提出ください。 

重要書類連絡袋について  

本日、配布した重要書類連絡袋に、①保健調査票（裏結核検診問診票、運動器検診調査票）

②緊急連絡カード（２～６年のみ）③家庭調書（２～６年のみ）④就学援助申請書を同封し

て４月１３日（水）までに児童に持たせてください。心臓検診調査票は１・４年のみ配布し

ています。 

 

 

家族等がＰＣＲ検査、抗原検査を受ける場合について  

 直ちに学校へ連絡してください（職業上、やむを得ず定期的に受ける場合を除く）  

 その際、検査結果が出るまで同居者である児童は出席停止となります。  

 （近親者が念のため検査を受ける場合も、児童は出席停止となります。）  

新６年生の皆さんの活動の様子です。 



令和４年度 年間の主な行事 

１学期  

◎参観・懇談（４～６年生） 

 ４月２６日（火） 

◎参観・懇談（１～３年生） 

 ４月２７日（水） 

◎家庭訪問（自宅確認） 

 ５月９日（月）～１２日（木） 

◎オープンスクール（午前中） 

 ５月２０日（金） 

◎自然学校（５年生） 

５月３０日（月）～６月１日（水） 

◎修学旅行（６年生） 

６月２３日（木）～２４日（金） 

 

２学期  

◎個人懇談 

 ９月５日（月）～９日（金） 

◎体育大会 

 １０月１５日（土）【予備日１６日（日）】 

◎音楽会 

 １１月１２日（土） 

◎マラソン大会 

 １２月２日（金） 

 

３学期  

◎オープンスクール、１．１７防災訓練 

 １月１７日（火） 

◎参観・懇談（１～３年生） 

 ２月２１日（火） 

◎参観・懇談（４～６年） 

 ２月２２日（水） 

◎卒業証書授与式（６年生） 

 ３月２０日（月） 

※年間の主な行事は、現時点のものです。新型コロナウイルス感染状況等により 

延期・中止となる場合があります。 

 


