
1 土 <春季休業日>

１組 ２組 ３組 ４組 ５組 2 日

わかば吉仲伸隆 宮城幸恵 松岡晋 山本真由美 3 月

１年 4 火

２年 阿比留信子 津田麻美 中俣滉 瀬野敏子 5 水 新6年生(机・椅子移動・入学式準備)

３年 牧野仁美 境真梨子 上月由貴 枝廣直樹 6 木

４年 山本亮太 森戸寛子 尾定美咲 福田希恵 上川沙知 7 金 始業式､着任式､教科書配布､(児童下校11:30)

５年 伊集院由美子 松下隆紀 山村文也 8 土

６年 杉村公大 青木一朗 井上佑子 9 日

算数(ＳＳ) 今井泰子(６年）明石敦子（５年） 10 月 入学式、児童下校３～６年（9:10）２年（11:00頃）

生活支援澤田里子 11 火 大掃除、身体測定５年、集団下校開始(1年11:30頃)

音楽 川田ゆり子（１，３，５年）東谷富美代（２，４，６年） 12 水 退離任式、身体測定わかば、給食開始

図工 松木早苗（４，５，６年） 13 木 身体測定４年

栄養 山本麻衣子 14 金 １年生を迎える会、身体測定６年

養護 加藤貴恵 15 土

事務 小出邦彦 16 日

校務員 妹尾清　川原清美 17 月 朝会　、委員会①、身体測定３年、内科検診４年

18 火 ６年全国学力調査、身体測定２年、代表委員会

19 水 参観・懇談（4,5,6年）　身体測定１年

参観・懇談（1,2,3年）(1年2校時参観、3校時懇談）　

内科検診６年

21 金 参観懇談（わかば）　視力検査６年

22 土

23 日

24 月 家庭訪問、視力検査５年

25 火 家庭訪問、視力検査４年

26 水 家庭訪問、視力検査４年

27 木 家庭訪問、視力検査３年、尿検査、1年給食開始

28 金 視力検査1年・わかば、尿検査

29 土 （昭和の日）

30 日

　　　　　　＊＊＊5月予定＊＊＊
○校外指導　　　　　　　　　5/12(金)１,2年　19（金）3,4年 

　今年度は、新１年生１３７名を迎えて、全校生7３３名でスタートします。

　お子様のご進級、ご入学おめでとうございます。

　いよいよ、新年度が始まりました。進級・入学に合わせたように桜が咲きほこり、お

祝いをしているみたいで、進級の喜びに心躍る子どもたちのうれしい気持ちをさらに大

きく膨らませてくれています。

　本校では、学校教育目標として「自ら考え、創り出す子」「力を合わせ、共に伸

びる子」「たくましい心と体でやりぬく子」を目指して教育活動に取り組んでいます。

　子どもたちが確かな学力を身につけ、優しい心を持ち、健康な体をつくっていけるよ

うに、教職員が心を一つにして取り組んでいきます。そして、子どもも教職員もみんな

が笑顔と思いやりにあふれた学校にしていきます。

　また、尼北っ子５つの柱として、「元気なあいさつができる」「心から『ありがとう』

が言える」「素直に『ごめんなさい』が言える」「思いやりの心を持つ」「人のせいに

しないで自分の行動に責任を持つ」を大切に日々子どもたちに接しています。

 　　　　　ご入学、ご進級おめでとうございます！

 　 学校通信　第４８３号

平成29年4月7日

       尼崎市立尼崎北小学校

      校長　  　都 倉　功 充

平成２９年度　職員紹介

　保護者の皆様や地域の方々のご支援・ご協力を得ながら、子どもたちの健やかな成

長のために邁進していきますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。

　　　　　校長　都倉　功光　　　　　教頭　桑野　光枝

　

　

入学式に発表します

○授業参観・ＰＴＡ総会　　　5/18(木）2,3校時

○地区児童会　　　　　　　　5/1７(水)

20 木

計算科・・・木村 真澄    

読書力向上・・・清水 啓子   

ＡＬＴ・・・マイケル・マッカーシン 

スクールカウンセラー・・・小山 智朗 

学校事務.授業支援・・・岸 映帆 

★ミマモルメについてのお願い★      
ミマモルメ（一斉メール・登下校メールサービス）に登録さ

れているアドレスの変更・新規加入などがありましたら、  

管理会社 『阪神電気鉄道株式会社』  

℡：06-6457-2070              

 まで直接連絡してください。よろしくお願いします。   

４月行事予定 ４月行事予定 

平成29年度 人事異動について 
＜退職者＞               ＜転出者＞ 

校長       川見 孝男       教諭      稲田 雅治     尼崎市立水堂小学校 

                        教諭      田本 裕之     尼崎市立園田南小学校 

                        教諭      北口 真有     尼崎市立大庄小学校         

                          教諭    小谷 竜也     尼崎市立立花西小学校 

                        教諭      大塚 直哉       尼崎市立立武庫北小学校   

                        教諭      長谷川 綾子     尼崎市立立花南小学校      

                          教諭    山内 麻紗子   尼崎市立難波小学校 

                        教諭      鋤田奈央子      尼崎市立武庫小学校 

                        養護教諭   木村 美奈子     西宮市立南甲子園小学校      

                          事務      吉田 輝之     尼崎市立武庫東小学校 

                        校務員    小林 巌           尼崎市立塚口中学校                                                                                       

＜着任者＞                  

校長     都倉 功光    尼崎市立武庫東小学校 

教諭     青木 一郎    尼崎市立園和北小学校 

教諭     山村 文也    尼崎市立立花西小学校 

教諭     東谷 冨美代   尼崎市立尼崎養護学校 

教諭     境 真梨子    新採用 

養護教諭  加藤 貴恵    尼崎市立竹谷小学校 

事務     小出 邦彦    尼崎市立武庫東小学校      

校務員    妹尾 清       尼崎市立南武庫之荘中学校 

平成２９年度 人事異動について 
＜退職者＞                

校長   川見 孝男        

＜転出者＞                                                              

学校副主幹   吉田 輝之   尼崎市立武庫東小学校へ       

教諭   稲田 雅治   尼崎市立水堂小学校へ   教諭  田本 裕之     尼崎市立園田南小学校へ 

教諭   北口 真有   尼崎市立大庄小学校へ   教諭  小谷 香竜     尼崎市立立花西小学校へ     

教諭   山内 麻紗子  尼崎市立難波小学校 へ    教諭  大塚 直哉     尼崎市立武庫北小学校へ 

教諭   長谷川 綾子   尼崎市立立花南小学校へ  教諭  鋤田 奈央子     尼崎市立武庫小学校 へ                        

養護教諭   木村 美奈子  西宮市立南甲子園小学校へ 

校務員  小林 巌     尼崎市立塚口中学校へ         

＜着任者＞                  

校長   都倉 功充   尼崎市立武庫東小学校より 

教諭   青木 一朗   尼崎市立園和北小学校より 

教諭   山村 文也   尼崎市立立花西小学校より 

主査   小出 邦彦    尼崎市立武庫東小学校より 

教諭   境 真梨子   新規採用 

教諭   東谷 富美代  尼崎市立尼崎養護学校より 

養護教諭 加藤 貴恵    尼崎市立竹谷小学校より 

校務員  妹尾 清     尼崎市立南武庫之荘中学校より 

校務員  川原 清美   尼崎市立日新中学校より  

【生徒指導担当より】 

 １学期の生活目標は「元気よくあいさつをしよう」です。 

 最もよく使うのは、「おはようございます」ですね。これは、

「お早くお起きになりまして、ご健康おめでとう」ということが

本来の意味です。その日、はじめて出会った時、「おはよ

う」といって相手を祝福しているわけです。尼崎北小学校で

も、素敵な祝福の言葉をより広めていきたいと思います。 

 


