
「夢をあきらめない！」…新たな船出です

例年になく桜が盛りを過ぎ、若葉の頃となってまいりました。今日から新年度が始まりました。

保護者の皆様、地域の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、今月は新たな船出の時ですので、基本方針や本年度からかわることについて述べていきま

す。まず「夢をあきらめない！」です。昨年度の合言葉は「今 この一瞬に 生きる」でした。今

年度は、先生方や子ども達ひとり一人が、身近な目標をもちそれを達成できるように頑張ってもら

いたいと思います。もちろん私自身が先頭に立って頑張ることは言うまでもありません。そこから、

達成感や自己有用感を味わわせるとともに、身近な目標の連続の向こうに「夢」があることを自覚

してほしいと思います。そして、目指す方向性が定まったら「夢に向かって努力し、夢をあきらめ

ない」姿勢を忘れないで欲しいと願うものであります。

【本年度からかわること①】

○新学習指導要領の移行措置等から

・３・４年の外国語活動が年間１５時間実施されます。（ALT 外国人講師が１学級に年間５時間、

JTE 日本人外国語講師が５時間計１０時間配当され、担任とともに授業にあたります。）

・５・６年の外国語は１５時間増え、これまでの３５時間とあわせて、年間５０時間の授業とな

ります。（ALT 外国人講師が１学級に年間５時間、JTE 日本人外国語講師が１８時間計２３時間配当

され、担任と共に授業にあたります。）…その他の時間は担任が一人で授業を実施します。

・特別の教科「道徳」が実施されます。

・特別活動も全面実施され、学級活動（３）キャリア教育が行われます。

このほか、様々な取り組みが試行されます。

○夏休みが短縮され、今年は８月２７日（月）から２学期が始まります。冬休みは１日長くなりま

す。（全市でエアコンが完備され、授業時数が増えることになります。中学校は、昨年度より実施さ

れています。）…後日年間行事計画カレンダーにも明記し配布します。

本年度からかわることは、このほかにもあり、次号でも掲載します。平成３０年度も、ご理解ご

協力 どうぞよろしくお願いします。
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子ども達の学校生活の様子をお知らせ致します

保護者の皆様と話す機会がありますが、「そんなことは聞いていませんでした」「もっと早く知り

たかった」などのご意見をいただきます。今年度は、意識して子ども達のふだんのようすをお知ら

せするように努力していきます。いいことも悪いこともです。悪いことなどは、お家の方への苦情

のようにとられることもあるのですが、そうではありません。家庭と学校、それに地域の皆様と一

緒に子ども達の健やかな成長を願って、協力していきたいと思います。ご理解をお願いします。

先生達の勤務時間は平日の８：２０～１６：５０です

先生達の勤務時間は、午前８時２０分から午後４：５０までです。近年超過勤務で命を落とすこ

とやいわゆるブラック企業の存在など、心と体が健康で働く環境づくりが言われています。兵庫県

教育委員会等からも「勤務時間の適正化」について指導があります。ご理解をお願いします。

持ち物には必ず名前を…落とし物が多く困っています

ここのところ「落とし物」、特に衣類が実に多いです。衣類にも必ず、名前をお願いします。シャ

ツや上着などの裏側、タグがついていますが名前がかいてあると本人にもどってきます。ものがな

くなったら、必ずさがすなど「もの」を大切にして欲しいです。来校された際には、職員室前のろ

うかに落とし物保管スペースがありますのでお子さんのものがないか確かめて下さい。

〈退職・転勤された先生方〉

横山 智恵子先生 武庫庄小学校（校長）へ 大上 哲生先生 下坂部小学校へ

木口 早紀先生 立花小学校へ 渋谷 由紀子先生 上坂部小学校へ

中西 亜美先生 成文小学校へ 内藤 研二先生 金楽寺小学校へ

天満 千鈴先生 武庫東小学校へ 柴 世梨佳先生 西宮市立高木小学校へ

新野 雅一先生(校務員) 立花小学校へ エヴァン ロブレス(ＡＬＴ) 退任

着任職員の紹介

竹内 義明 下坂部小学校より 馬場 葵 新採用

西村 信作 武庫小学校より 井上 由香(校務)尼崎双星高校より

内藤 彩 新採用 阿部 奈津子(読書力向上)

西井 安美 新採用 ジェームズ ミラー (ＡＬＴ)

石井 加一 園和小学校より 筒井 千代美(介助員)

新しく１０名の職員が立花南小学校に

着任しました。よろしくお願いします。



４月の行事予定

 

日
曜

日
行 事 

1 日

2 月

3 火

4 水 新 6年登校(13：30～)

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

始業式 着任式 大掃除

(2～4年 3校時後下校、5・6年 11：50

下校)

10 火
入学式(2年 10：50下校、3～5年 9：05

下校、6年 11：30下校)

11 水

12 木 離任式 給食開始 委員会活動

13 金 代表委員会

14 土

15 日

16 月 銀行振替①

日
曜

日
行 事 

17 火 全国学力調査(6年)

18 水 1年生を迎える会

19 木

参観・懇談

(1年 2校時参観・3校時懇談)

(たんぽぽ 3校時参観・4校時懇談)

(たんぽぽ 1年 1校時参観・4校時懇談)

20 金
参観・懇談

(2～6年 5校時参観・6校時懇談)

21 土

22 日

23 月 家庭訪問(大西)

24 火 家庭訪問(三反田) 朝会

25 水 家庭訪問(三反田・尾浜・名神)

26 木 家庭訪問(立花) 1年生給食開始

27 金 家庭訪問(予備日)

28 土

29 日 昭和の日

30 月 振替休日

たんぽぽだより

立花南小学校には｢たんぽぽ学級｣という学級があります。「たんぽぽ学級」は、ひとりひとりのもちあじ

に合わせて学習するクラスです。たんぽぽの花はあたたかな黄色い花で、みんなから親しまれ、綿毛は風に

乗って旅をし、様々な場所に花を咲かせています。そんなたんぽぽのように、子どもたちにもみんなから親

しまれ、いろんなところで世界に１つだけの花を咲かせられるようになってほしいと願っています。

たんぽぽ学級での学習に加えて、それぞれ学年の交流学級でも学習します。たくさんの友だち

と出会い、学習を通して成長してほしいです。また交流学級の子どもたちも交流学習を通して

様々なもちあじをもつ友だちとの出会いを大切にしてほしいなと思います。

保護者の皆様、どうかあたたかく見守ってくださいますようお願い致します。



よろしくお願いいたします

平成 30 年度職員一同です。力を合わせてがんばります。

(４月９日現在のメンバーです。新規・交代等ありましたら、その都度お知らせします。)

校長 酒井 隆文 ５年 平野 純 学校開放 素本 和宏

教頭 竹内 義明 小林 尚子 藤田 一朗

林谷 陽介 川西 常豊

たんぽぽ 池田 桂子

福永 秀美 ６年 山下 賢 安全管理 金沢 和夫

株本 菜美 中村 智美 北田 信彦

梅園 晋吾 菅 和夫

１年 福山 直子

高山 美和 音 楽 森本 宏子 介助員 藤川 佳代子

南山 直美 図 工 川本 真代 吉越 沙里

西村 信作 新学習 豊島 花恵 筒井 千代美

森脇 美津子

２年 山川 和宏 養護教諭 馬場 葵 ＡＬＴ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ ﾐﾗｰ

濵口 明依 栄養教諭 秋風 ヤスエ ＪＴＥ 赤松 由利

内藤 彩 初任者に係る非常勤講師

事 務 髙岡 美和 井口 雅子

３年 大久保 由美子 計算科 真鍋 佳子 岡田 美恵子

大串 洋介 教育支援員 加田 純代 読書力向上 阿部 奈津子

西井 安美 学力向上 岡田 美恵子

石井 加一 校務員 南本 勝誠 スクールカウンセラー

井上 由香 山田 叔子

４年 宮﨑 雅文

宝田 京子

井関 眞知

井本 早耶

給食については、昨年度と同じ「株式会社 葉隠勇進」に調理業務委託しています。


