
                                           

 
                                            

 

         
         
 
 
 
 
 
  
 
 
                           
              
                                         
                                         
                                         
                                              
                                          
                                         
                                           
                                           
                                          
                                           
                                            
                                                        
    
                                         
                                                                                                     

 
 

 
 
                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裏面に続きます 

校長 栁 一光 教頭 笹倉 伸悟 

学級担任 １組 ２組 ３組 ４組 

ふたば 川添 千尋 山田 慎哉   

１ 年 宇都 亨 村上 佳朋 西山 勝子  

２ 年 野川 仁美 廣森 理紗 佐藤 由芽 柳畑 達也 

３ 年 林谷 明依 清川 千彩 廣田 貴志 横山 雄也 

４ 年 山田 祐大 原田 夏実 吉永 司 美舩 翔伍 

５ 年 大岸 知世 山本 孔輝 藤埜 佑香 東田 直久 

６ 年 中井 太輝 上田 晃士 中井 彩楓 鈴木 佳世 

専科担任 

図工 飯田 亜依 音楽 谷矢 千鶴 乾 誠司 

栄養教諭 本山 奈帆 養護教諭 村田 実知佳 

新学習 

システム 

伊藤 圭子 
(５年) 

田川 宏 
(６年) 

事務 吉田 輝之 磯部 玲 

読書力向上 笹部 慶一 

拠点校指導 東田 明子 校務員 
(リ ン レ イ サ ー ビ ス ) 永田 祐子 今中 博次 

通級指導 市橋 未来 生活介助員 瀬戸口 明美 

児童支援 石塚 大介 教育支援員 芝本 梨沙 

外国語 三宮 恵子 スクール 
カウンセラー 土屋 えり子 

ＡＬＴ イーサン・ワン・チンシー スクール 
サポートスタッフ 福本 恵美 

ＪＴＥ 川﨑 由賀 

職 員 紹 介 

令和３年４月３０日

尼崎市立武庫東小学校  

校 長  栁  一 光  

 ４月２２日（木）から１年生の給食が始まりました。

この日の献立はみんなの大好きなカレーライス！待ちに

待った給食だったので，おかわりする児童もみられまし

た。 
あまた，給食の準備も友だちと協力して上手にできてい

ました。食べることの大切さを学んでいってほしいです。 

６８５号 

                            校長 栁 一光 
率先垂範 

先日の参観懇談では，大勢の保護者の皆様に参観いただき，子ども達も普段以

上に張り切って学習に取り組んでいると感じました。子ども達はもちろんです

が，それ以上に保護者の皆様の子ども達を見守る参観の様子に驚きました。まず，

マスクや私語を慎む等の感染予防対策をきちんとしていただいていること，そし

て子ども達が学習に集中できるような雰囲気作りに協力いただいていることが，

ありがたく心強かったです。 

本校の教職員には，目標設定やルール作りの際に，自分ができていないことを

子ども達に求めるのは説得力がない，子ども達は先生の言動をしっかり見ている

ので，まずは教職員で「率先垂範」しようと共通理解しました。同じように，先

日の参観懇談では，大人がしっかり子ども達に見本を見せてくれた場面でした。

保護者の皆様，ありがとうございます。 

 
新型コロナ緊急事態宣言 

 4 月 25 日から 5 月 11 日までの予定で，兵庫県県下に緊急事態宣言が発令され

ました。今までの宣言と異なり，変異株は感染力が強く，子どもが感染する割合

が高まっていることが危惧されています。学校や家庭内での感染も増加傾向にあ

るため，学校としても危機感を持って，マスク着用や手洗い，消毒，換気，三密

を避ける等の感染予防に努めます。ご家庭でも，感染予防のために引き続きのご

協力をよろしくお願いします。 
 

勤務時間の適正化について 
 尼崎市では，教職員の勤務時間の適正化を図り，その負担を軽減するとともに，

子ども達と向き合う時間の確保と教職員の更なる資質向上を図るための取組を

進めています。その一環として本校では，木曜日を定時退勤日に設定しています。

また，電話対応につきましては，7時 45 分から 18時までとなっておりますので，

ご理解とご協力をよろしくお願いします。なお，本校教職員の基本的な勤務時間

は，8時 15 分から 16 時 45 分までとなっております。 

  

３日（月） 憲法記念日 
４日（火） みどりの日 
５日（水） こどもの日 
７日（金） １年聴力検査  

口座振替① 
１０日（月） １・４年心臓検診 
１２日（水） ３・４年耳鼻科検診 
１３日（木） １年・３年１組 内科検診 
１４日（金） １年遠足（大井戸公園） 

２年遠足（西武庫公園） 
４年 内科検診 

１７日（月） ６年・３年２・３組 内科検診 
１８日（火） ２年 内科検診 口座振替② 
１９日（水） ４年 色覚検査 
２０日（木） 委員会活動 
２５日（火） ５・６年 耳鼻科検診 
２６日（水） １・２年 耳鼻科検診  

尿検査（再検査） 
２７日（木） ５年・３年４組 内科検診 

６年全国学力・学習状況調査 
 
６月の主な予定 
１０日（木） クラブ活動 
１４日（水） 避難訓練 
２４日（木） 委員会活動 

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

☆ミマモルメについて（お願い） 

ミマモルメの「一斉メール配信サービス（無料）」に，最初

に登録した時からメールアドレスを変更された方はいらっし

ゃいませんか。その場合は，ミマモルメへメールアドレス変更

の手続きを行って下さい。確実に一斉メールを配信するため

に，ご協力をお願い致します。 

変更手続きは，ミマモルメＨＰ http://www.hanshin-anshin.jp/ 
より行うことができます。なお，ご不明な点につきましては，

ナビダイヤル０５７０－０８１－３００ 
（携帯電話からは０６－６７３４－６９００）までお問い合わ

せ下さい。 



谷澤 三千起 校長先生                   退職 

江形 知江美    先生         立花北小学校へ 

  穂坂 慶子        先生        武庫庄小学校へ 

  竹本 加奈        先生           潮小学校へ 

中野 一哉        先生     尼崎市教育委員会へ 

吉向 良太        先生       尼崎市教育委員会へ 

 西     愛美       先生       園田南小学校へ 

  比嘉 直美    先生         武庫小学校へ 

 田中 麻友    先生      難波の梅小学校へ 

 米田 佳代子   先生           退職 

田丸 カレン   先生           退職 

岩田 紀代子   先生                     退職 

中島 克博   校務員        塚口小学校へ 

大津 薫    校務員         浜田小学校へ 

４月号に記載しておりましたが，訂正がありましたので 
再度載せさせていただきます。 


