
                

 

 

 

 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます 

 今年は寒さの厳しかった冬から気温が急に高くなるとともに、待ちかねいたように桜の開花が一挙に進み、校

庭の桜が満開からもう葉桜になっています。その葉をじっくり見ていると生命の輝きを感じ、ふと、いつもの「ハ

ッスル！ハッスル！」が浮かび、しばらく言っていなかったことに改めて気付きました。 

 保護者の皆様、お子様のご入学、そしてご進級おめでとうございます。新一年生の子どもたちは、この日を待

ちわびていたことでしょう。一つ進級した子どもたちも新しい出会いに胸をわくわくさせていたことと思います。

今年度も名和っ子の健やかな成長のため、教職員、保護者の皆様、地域の皆様とともに「ハッスル！ハッスル！」

を合言葉に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、今年度から道徳が教科になり、3，4 年生から外国語活動、5，6 年生は外国語の教科化の移行措置とし

ての授業が行われます。特に道徳は「特別の教科 道徳」として先行実施されます。（国語や算数と同じで、教

科書を使い、評価を行う）これは、道徳教育が教育活動すべての土台となるので、先行実施されることになりま

した。道徳の学習をしっかりやると、子どもが落ち着き、学力も上がる実践報告もあります。今月の授業参観に

お越しいただき、名和っ子の学ぶ姿を教室でじっくりご覧ください。 

 今年度は１０日の入学式に新入生７８名を迎え、全校児童５４２名と教職員の新しい組織でスタートします。 

 

名和小学校 学校目標   『心豊かに学び続ける子の育成』 

～知・徳・体の調和のとれた心豊かな子～ 

【・自ら考える子（知 探求）・思いやりのある子（徳 共生）・健康でがんばる子（体 健康）】 

 

 上記の学校目標を目指し、教職員が協働して、地道に、誠実に、意欲的にさまざまな教育活動を行ってまいり

ます。 

 具体的には、昨年度の反省から、基礎の習熟（8：25から朝の学習、家庭学習の充実等）、健康な生活習慣（早

寝、早起き、朝ごはん等）、自尊感情を高め、思いやりの心を育むことをさらにすすめる…等、教職員が力を合

わせて取り組んでまいります。 

 これらのことは、どれも根気強く、地道な努力が必要であり、ご家庭や地域の皆様と協力して取り組まねばな

りません。どうぞできるだけ学校へ足をお運びいただき、本校教育活動へのご理解とご支援、ご協力をお願いい

たします。あわせて、ご助言もいただければ幸いです。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

（校長 多田 弘） 

平成３０年度が始まりました 

暖かい春の日差しとともに、平成３０年度が始まりました。４月９日（月）には、着任式、始業式を行い、児

童・教職員とも新たな気持ちで学校生活をスタートさせました。子ども達は新しい学年に進級し、わくわくどき

どき胸を躍らせ、がんばろうという気持ちがあふれていました。１０日（火）の入学式では、７８名の新入生を

迎えました。元気いっぱい、かわいい笑顔が輝いていました。本年度も子ども達の健やかな成長のために教職員

一同努力して参りますので、ご支援をよろしくお願い致します。 

                              （教頭 難波 佳代子）） 

 

  

  

平成 30年 4月 10日 

４月の生活目標 

「いつでも、どこでも、だれにでも

あいさつをしよう」 

尼崎市立名和小学校 



平成 30年度 指導組織 

校長 多田 弘 教頭 難波 佳代子 

1年 1組 喜多 淳子 ひまわり１ 上杉 敏江 

1年 2組 吉川 あゆ子 ひまわり２ 内田 朋恵 

1年 3組 不川 麻沙実 音楽 今江 智美 

2年 1組 本城 真知子 図工 六車 徹 

2年 2組 藤原 美恵 養護 細畠 あゆみ 

2年 3組 吉田 哲也 栄養 平野 映里香 

3年 1組 伊集院 由美子 事務 松永 真里奈 

3年 2組 片岡 陽一 初任者指導 安本 和由 

3年 3組 藤原 淳子 計算 竹添 辰彦 

4年 1組 品田 雄一朗 新学習システム 千歳 誠也 

4年 2組 出水 祥子 ALT アラン ミラー 

4年 3組 山下 崇 JTE 生田 優子 

5年 1組 鈴木 啓介 算数（５年） 岡本 敦子 

5年 2組 原田 誠久 校務員 池田 光裕 

5年 3組 葛原 淳代 校務員 上杉 久美子 

6年 1組 久保田 慎一郎 図書館教育 金田 寛佳 

6年 2組 山本 千尋 教育支援員 伊藤 千絵 

6年 3組 大田 芳裕 介助員 濱田 麻由美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（退職）    

 池田 幸子  

 呉谷 かず子   

 大田 照代   

（転出）   

 奥野 栄一 （金楽寺小） 

 山本 麻美 （武庫の里小） 

 増井 弘崇 （武庫南小） 

 笹倉 庸介 （大庄小） 

 中川 あや （難波の梅小） 

 神﨑 博子 （武庫北小） 

（任期終了） 

 河村 澪  

 畑 直秀   

 小笠原 彩  

   

   

   

   

   

（着任）    

 難波 佳代子 （武庫小） 

 伊集院 由美子 （尼崎北小） 

 品田 雄一朗 （大庄小） 

 大田 芳裕 （園田南小） 

 細畠 あゆみ （大庄小） 

 岡本 敦子 （清和小） 

 伊藤 千絵 （立花北小） 

 安本 和由 （大島小） 

 不川 麻沙実 （新任） 

 片岡 陽一 （新任） 

 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

５月の予定 

①～5/2家庭訪問   

②5/7朝会 委員会 生活点検（～5/11） 

③5/10代表委員会  ④5/14集会 参観 PTA総会 

⑤5/21クラブ    ⑥5/24～5/25修学旅行 

⑦5/31 ペア活動      

日 曜 行事予定

1 日

2 月

3 火 春季休業日 

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月 着任式　始業式 

10 火 入学式 

11 水 身体測定６年　給食開始 　固定時間割開始

12 木 離任式 

13 金 身体測定５年

14 土

15 日

16 月 １年生を迎える会　委員会　身体測定４年

17 火 全国学力・学習状況調査６年 身体測定３年

18 水 身体測定２年

19 木 代表委員会　身体測定１年

参観日（１年：2h授業3h懇談

２～６年：5h授業6h懇談）　視力検査４年

21 土

22 日

23 月 心電図１年、４年

24 火 色覚検査４年（希望者） 

25 水 家庭訪問【～5/2（金）まで】　視力検査６年

26 木 給食開始１年　視力検査５年

27 金 視力検査３年

28 土

29 日 昭和の日

30 月 振替休日

20 金

４時間授業の日 

 本年度より、４時間で下校する日の下校

時刻が変更されます。その日は、２５分休

みが１０分休みに短縮するため、１２時半

頃下校予定です。対応のほどよろしくお願

いします。 

朝の学習 

本年度より、朝の学習が８時２５分よ

り開始されます。余裕をもって登校させ

てください。 

月曜日６時間目 

本年度より、３年生から外国語活動が

授業として追加されます。それに伴いま

して、委員会活動・クラブ活動のない月

曜日の６時間目が、授業の時間として割

り当てられます。３年生以上の保護者の

皆様はご注意ください。１，２年生は今

まで通りの時間割となります。 

 


