
ご入学、ご進級おめでとうございます

校 長 橋本 悦明

新学期が始まり、久しぶりに学校が子どもたちの元気な声で活気づいています。お子様のご入

学、ご進級おめでとうございます。平成２９年度の立花小学校は、新１年生７４名を迎え、全校

生５９０名でのスタートとなります。

この度、入江校長先生の後を引き継ぎ、立花小学校長に着任しました橋本悦明（はしもと よ

しあき）です。新１年生同様ピカピカの１年目校長です。どうぞよろしくお願いいたします。

立花小学校は市内でも最も歴史ある学校の一つです。そんな本校の歴代校長先生方が築いてこ

られた伝統を引き継ぎ、教職員と共に一丸となって子どもたちのために、教育活動をより一層充

実していきたいと考えております。

私は、昭和５９年立花南小学校を振り出しに、前任校の水堂小学校まで延べ７校の小学校に勤

務してきました。若い頃には何度か、旧校舎だった頃の立花小学校に来させていただいた記憶が

あります。２年前に新校舎が完成し、今では市内で最も教育環境の整った学校になったのではと

感じています。建設当時の苦労を知らない私ですが、この素晴らしい環境を維持し、保護者や地

域の皆様と共に子どもたちに愛情を注ぎ、立派に育てていくことが私に託された使命だと思って

います。そのために、校長としてやるべきことをしっかりやっていこうと考えています。

さて、本来でしたら、この最初の学校便りで今年度の立花小学校の「学校教育目標」及び「目

指す子ども像」を示すところですが、じっくりと考え、本校の職員とも話し合いを深め、子ども

たちや地域の実態・課題を明確にした上で、お知らせしたいと考えています。よろしくお願いい

たします。

新学期という新しい環境の中で、子どもたちは人間関係を築いていくところから始めます。私

自身を含め、教職員も異動し、新しい関係を深めていきたいと思います。学校・地域・保護者が

三位一体となれるよう、しっかりコミュニケーションを取っていく所存です。

さあ、平成２９年度が始まりました。もうすでに、新６年生が春休みの間に机・椅子の移動を

はじめ、各教室、廊下、階段の掃除をしてくれました。教職員一同も新しい気持ちで、より良い

立花小学校を作っていきます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

教職員異動

平成２９年度の主な行事予定
体育大会 ５月２７日（土） 雨天の場合 ５月２８日（日）
修学旅行 ９月２８日（木）～ ９月２９日（金）
自然学校 １０月 ９日（月）～１０月１３日（金）
尼崎市小学校音楽会（アルカイックホールに４年生が参加）

１１月９日（木）か１１月１０日（金）
図工展 １１月２３日（木）保護者鑑賞

転出

着任

入江 やよい校長

細川 誠紀子先生

森本 壽子先生

橋本 悦明校長

杣 拓哉先生

阿部 京子先生

大谷 玲子先生

退職

潮小学校へ

退職

水堂小学校より

新採用

大庄小学校より

（復帰）

吉田 悦子先生

中島 千恵子先生

千原 康代先生

白濵 智惠美先生

岡田 千穂先生

岡田 豊子先生

姫路 友香先生

園和北小学校へ

退職

退職

難波の梅小学校より

新採用

園田東中学校より

（復帰）

平成29年度教職員紹介

校 長 橋本 悦明

教 頭 寺田 忠司

学年担当 １ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組

すみれ 植芝 由紀 姫路 友香 大谷 玲子

１ 年 松本 永子 山本 達也 白濵 智恵美

２ 年 津田 遼 杣 拓哉 関山 久美子

３ 年 船造 敦子 白神 真阿 藤浦 茉那美 大場 壮一

４ 年 宇都 亨 岡田 千穂 渡邊 由香 中村 惠津子

５ 年 谷口 康宏 中川 慶子 太田 宏樹

６ 年 三宅 遼 中島 衣美 鈴木 博美

専科
音楽 岡田 豊子 図工 木下 緋紗 養護 福本 里佳

栄養 本山 奈帆

児童支援 森田 則子

事務主査 原田 宜英

新学習 安川 由利子

校務員 本村 幸広 溝畑 等

ALT エヴァン・ロブレス

教育支援 中西 康太

図書館 菊本 まゆみ

育休・産休 西田 紗耶佳 下村 美津希 玉置 智香

学校だより

平成２９年４月１３日

尼崎市立立花小学校



〈５月の主な行事〉

１７日(水) 参観・PTA総会
２７日(土) 体育大会
２８日(日) 体育大会（予備日）

４月１０日に行われた入学式の様子です

４月の行事予定

備考 ●尿検査は全学年で実施します。

●家庭訪問：５校時終了後

１３：０５～１３：２０ 昼休み（状況に応じて清掃）

１３：２０～１４：０５ ５校時

校時表について

校時表は３種類あります。通常は日課表A 日課表B（掃除のない日） 日課表C（給食がな

い日）となります。

日課表Ａ（通常） 日課表Ｂ（掃除なし） 日課表Ｃ（給食なし）

※クラブ・委員会活動がある時

終わりの会・・・14：35～14：45
クラブ委員会・・14：45～15：30

７ 金 退任式 着任式 始業式 大掃除 ２０ 木
尿検査（2回目）

歯科検診６年（9:30～）

１０ 月 入学式 ２１ 金 内科検診５年６年

１１ 火 ４時間授業（給食なし） ２４ 月 聴力検査3年 家庭訪問

１２ 水 離任式 給食開始 ２５ 火
1年生を迎える会 家庭訪問

聴力検査2年

１３ 木
一斉登校指導

身体計測５・６年
２６ 水 歯科検診5年（9:30～）家庭訪問

１４ 金
身体計測 すみれ・２年

参観・懇談４年～６年（５・６校時）
２７ 木

視力検査６年

１年給食開始 家庭訪問

（予備日）

１７ 月
委員会活動

身体計測３・４年
２８ 金

視力検査５年

避難訓練 家庭訪問

１８ 火
朝会 全国学力テスト６年

身体計測１年
２９ 土 昭和の日

１９ 水

内科検診４年 尿検査（1回目）

参観・懇談（すみれ・１年：３、４校時

２年・３年：５、６校時)

※午前中授業で下校の場合

※家庭訪問・職員研修等が

ある場合


