
内藤 宏子 先生      退職 

大龍 正幸 先生      園田東小学校へ（教頭） 

萩原 美香子 先生     小園小学校へ 
上江洲 奈菜 先生     下坂部小学校へ 
川口 みゆき 先生     大島小学校へ 
多賀 大稀 先生      退職 
石神 薫 さん（事務）    浜小学校へ 
大西 岳 先生（教育支援員） 武庫南小学校へ 
原田 香織 さん(生活介助員) 武庫小学校へ 
 

梅園 千鈴 先生      立花南小学校から 
山本 孔輝 先生      新採用 
大岸 知世 先生      新採用 
山本 真奈美 先生     立花西小学校から 
大里 麻美 先生(教育支援員)  武庫南小学校から 

                                           

                   
                                            

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
              
                                      
 
                                                                                                                           
            
                              
                                      
                                            
 
                                                
                                                                           
                                                        
    
                                         
                                                                              

 
          

 
 
                              
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
                                                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校長 谷澤 三千起  教頭 大森 康充 

学級担任 １組 ２組 ３組 ４組 

特別支援学級 野川 仁美 大西 智史 石塚 大介  

１ 年 比嘉 直美 小池 彩楓 足立 良子  上月 一真 

２ 年 中谷 優子 上田 晃士 大岸 知世 林 愛 

３ 年 江形 知江美 山本 孔輝 黒田 夏加 松久 芙美子 

４ 年 梅園 千鈴 馬渕 雅子 竹本 加奈 野口 亮 

５ 年 山田 祐大 民岡 佑香 中井 太輝 月足 利栄 

６ 年 東田 直久 吉向 良太 鈴木 佳世  

専科担任 

図工 山本 真奈美 音楽 谷矢 千鶴 西 愛美 

栄養教諭 栗田 知里 養護教諭 佐久間 理恵 

新学習 
システム 

大澤 知奈 
（６年） 

穂坂 慶子 
（５年） 

事務 吉田 輝之 

計算科 比屋根 里香子 
拠点校指導 東田 明子 校務員 中島 克博 大津 薫 

教育支援員 大里 麻美 スクール 
カウンセラー 大橋 ひとみ 

JＴE 池田 里佳 生活介助員 瀬戸口 明美 

ＡＬＴ マイケル・ルイス 

   
９日（月） 着任式 始業式（４校時まで） 

１０日（火） 入学式（３・４・５年は休業日） 

１１日（水） １年記念写真撮影 

発育測定（５年） 

１２日（木） 離任式 給食開始（２～６年） 

１３日（金） 発育測定（６年） 

１６日（月） 委員会・代表委員会   

１７日（火） 全国学力学習状況調査（６年） 

       発育測定（４年）  

１８日（水） ふたば学級懇談（４校時） 

４～６年授業参観（５校時）懇談会（６校時） 

発育測定（３年） 

１９日（木） ２・３年授業参観（５校時）懇談会（６校時） 

発育測定（１年）  

２０日（金） １年授業参観（３校時）懇談会（４校時） 

発育測定（２年） 

２３日（月） 視力検査（５年） 

２４日（火） １年生を迎える会（１校時） 

２５日（水） 視力検査（６年）尿検査（全学年） 

２６日（木） １年生給食開始 ３年生以上６校時まで 

視力検査（４年）尿検査（予備日） 

２７日（金） 視力検査（３年） 地区児童会（５校時） 

２９日（日） 昭和の日 

３０日（月） 振替休日 

 

５月 １日(火)・2 日(水)・7 日(月)・８日(火) 家庭訪問  

５月１１日（金）参観・育友会総会 

６６２号 

職 員 紹 介 

ご 進 級 お め で と う ご ざ い ま す 
                      校長 谷澤 三千起 
 ３月に１４４名の卒業生を送り出して二週間余り，厳しかった寒さも急に
和らぎ，新年度を祝うかのように穏やかな春が訪れてまいりました。例年よ
り早くサクラの花が咲いてしまいましたが，校内ではチューリップやパンジ
ーが色とりどりに花を咲かせています。そうした中で，１３５名(４月３日現
在)の新一年生を迎えて新年度の武庫東小学校の学校生活が始まります。 
 保護者の皆さまには，昨年度も本校教育活動に多大なご支援，ご協力をい
ただき，誠にありがとうございました。本年度は，平成３２年度に完全実施
される新指導要領に向けた移行期間となります。これまでの学習に，新たに
３･４年生に“外国語活動”が加わり，５･６年生の外国語活動が“外国語”，
全学年の道徳が“特別の教科 道徳”となります。それにともない，“あゆみ”
も評価項目の追加等をおこないます。また，夏季休業日が短縮され，今年度
は２学期始業式が８月２７日となります。 
 こうした中で，子どもたちのよりよき成長のために，日々の教育活動の充
実に努めなければならないと考えております。 
 そうしたことを踏まえながら，本校におきましては，県や市の教育の重点
目標に基づき，次のことを今年度重点におきながら教育活動を進めてまいり
ます。 
  ○美しい学校 
    ・清掃活動の徹底充実（黙働清掃） 
  ○魅力ある学校 
    ・子どもが学びを実感できる授業の確立 
    ・いきいきと活躍できる学校行事 
    ・確かな基礎学力の定着･徹底 
  ○信頼される学校 
    ・積極的な情報公開 
    ・保護者に信頼される迅速な対応 
    ・確立された校内規律の徹底 
 
 また，子どもたちには，昨年度に引き続き，３つのことをスローガンに学
校全体で取り組ませたいと思います。 
 
  ○けじめをつけて，学習･生活に取り組もう 
    ・武庫東小学校の「学習の約束」の徹底，名札をつける など 
  ○黙働清掃 
    ・お互いに話をせずに，集中して清掃活動に取り組む 
  ○廊下は走らない 
    ・廊下を走っている人がいたら，みんなで「廊下は」という声をか

けあって，事故を防ぐ 
 
 これらの取組を成果あるものとするため，学校におきましては，全教職員
が力を合わせて計画的，継続的に取り組んでまいります。ただ，学校の教育
力だけですべて成果をだせるものではなく，家庭や地域の教育力と協働する
ことではじめて成果が出せるものもあります。保護者の皆さまには，これま
で以上のご理解とご協力をお願いしたいと思います。 
 この４月，本校では５名の教職員を迎え，新たな体制で新学期を迎えまし
た。転入した教職員を含め一人一人が心を新たにして，８０８名（４月３日
現在）の子どもたちの教育活動に邁進していきたいと考えておりますので，
なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

 

平成３０年４月１０日 
尼崎市立武庫東小学校 
校長 谷澤 三千起 

http://www.ama-net.ed.jp/school/E35/index.html 


