
令和3年4月 7日 

尼崎市立園田小学校 

                               校 長  永所 孝章 

 

子どもたちの未来のために 

春爛漫の季節を迎えました。体育館前の通路は、桜の花吹雪が舞い、花壇では草木が芽吹き、美しい花も咲

き、心がワクワクするような躍動を感じます。しかし、昨年度から新型コロナウイルスの影響により、例年通

りの教育活動ができない状況にあります。こういう時だからこそ、一層保護者の皆様や地域の皆様との信頼関

係をしっかり築き、ともにここにいる子どもたちの健やかな成長のために精一杯がんばってまいります。保護

者の皆様には、お子様のご入学、ご進級を心よりお喜び申し上げます。 

 ４月より、栁 一光前校長のあとに、この伝統ある園田小学校に着任しました永所 孝章(えところ たか

あき)でございます。昨年度は教頭として、務めさせていただきました。121名の新入生を加え、786名の児童

の命を守り、教育に携わることに身の引きしまる思いです。 

 子どもたち一人ひとりが自分の持っている力を精一杯に発揮し、「学校って楽しいなあ。」という声が聞こえ

てくる、そのような学校になることを願っています。そのためには、職員一人ひとりの頑張りはもちろんです

が、特に家庭と学校とが連携し、一体となって見守っていく必要があります。そして教育目標である、 

そ だてよう   たくましい からだ 

の ばそう    かんがえる ちから 

だ いじにしよう みんなの  こころ 
は、教育の不易の目標として、この園田小学校に受け継がれています。コロナ禍の流れから、変えてはならな

いもの・変えなければならないものをそれぞれ見極めながら、教職員一丸となってお子様の教育に邁進してま

いります。実りある一年となりますよう、今後とも園田小学校の教育へのご支援、ご協力を賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

【令和３年度 教職員紹介】 

校 長 永所 孝章 ３年２組 倉橋 一行 新学習システム 山崎 正純 介助員 大城 恭子 

教 頭 山田 雅行 ３年３組 横山 亜季 新学習システム  山名 淳子 介助員 岩崎 美穂 

すぎのこ１ 中川 純一 ３年４組 尾﨑 智洋 音楽専科 小野 真由美 ＡＬＴ ノエル・スラットリー 

すぎのこ２ 中尾 絵梨奈 ４年１組 鹿嶋 淳也 音楽専科 藤原 諒子 ＪＴＥ 松永 順子 

すぎのこ３ 高瀨  遼 ４年２組 久堀 笑子 図工専科 小堀 未来 スクールカウンセラー 中野 まなみ 

すぎのこ４ 絹見 輝穂 ４年３組 船岡 美冴 養護教諭 桝本 利美 校務員 植田 正男 

すぎのこ５ 片山  亮 ４年４組 中家 良太 栄養教諭 岡山 悦子 校務員 梅田 誠一 

１年１組 時吉 恵美子 ５年１組 川合 智史 事務職員 吉岡 美絵 安全管理員 宗村 敏作 

１年２組 乗京 秀光 ５年２組 中島 響子 事務職員 臼井 衣里苗 安全管理員 早田 好孝 

１年３組 早藤 沙恵 ５年３組 荒木 孝太 読書力向上 高須賀 幸郎 安全管理員 未定 

１年４組 藤本 彩乃 ５年４組 前原 佳穂 計算科 浜田 悦子 学校開放 中牟田 美幸 

２年１組 西村 崇 ６年１組 大西 あおい 教育支援員 浅井 里美 学校開放 石田 貞之 

２年２組 恒川 知子 ６年２組 稲留 博史 そだち指導補助員 松尾 勅子 学校開放 梶 秀夫 

２年３組 加賀谷 茉莉子 ６年３組 芝 朋来 初任者指導 田中 東吾   

２年４組 林 孝茂 ６年４組 雛倉 奈津子 初任研 未定   

３年１組 西澤 恵 新学習システム 佐藤 隆史 介助員 中谷 久美子   

 



【教職員の異動】 

転出・退職職員 

栁 一光（校長） 

増戸 克紀（教諭） 

安部 美佳（教諭） 

上野山 由紀（教諭） 

武庫東小 

退職 

武庫庄小 

園和北小 

杉本 浩子（臨時講師） 

吉田 佳子（再任用） 

前田 道代（再任用） 

 

塚口小 

園和北小 

任期満了 

転入職員 

永所 孝章（校長） 

山田 雅行（教頭） 

稲留 博史（６年担任） 

西村 崇 （２年担任） 

昇任 

浜小より 

マレーシアクアラルンプール日本人学校より 

園田南小より 

船岡 美冴（４年担任） 

倉橋 一行（３年担任） 

藤原 諒子（音楽） 

田中 東吾（初任者指導） 

新採用 

新採用 

新採用 

尼崎北小等兼任 

その他 

中里 春菜       （育児休業） 松﨑 利彦       （病気休暇） 

 

４月の行事予定 

※毎週月曜日は定時退勤日となっています。ご理解ご協力をお願い致します。 

【新型コロナウイルス感染対策】  

兵庫県も感染者の増加が見られ、４月５日より尼崎にもまん延防止等重点措置が適用されました。引き続き、感染予

防対策の徹底をお願いします。①手洗い、咳エチケット等の徹底、②「３つの密」の回避（密閉・密集・密接）③人と

人との距離をとる（身体的距離の確保）④感染状況に応じた不要不急の外出の自粛 等に気をつけてお過ごし下さい。

また、登校前には、必ず健康観察（保護者の方のサイン）をしていただき、少しでも体調不良がある場合は無理をさせ

ず自宅で待機させて下さい。ご協力よろしくお願い致します。 

【参観・懇談について】 

  19日・20日・21日の参観・懇談は、各クラス２つのグループに分けて実施する予定です。 

詳細につきましては、担任の方からお知らせがあります。ただ感染状況により、急な変更があるかもしれません。その

際は、ご協力の程よろしくお願い致します。 

  

日 曜 行   事   予   定 

7 

8 

9 

12 

 

13 

14 

15 

16 

19 

水 

木 

金 

月 

 

火 

水 

木 

金 

月 

着任式・始業式・クラス発表 

入学式（２～６年は休業日） 

身体測定（６年） 

給食開始（２～６年） 離任式（PM） 

身体測定（５年） 

委員会 身体測定（４年） 

短縮（15：00 下校） 身体測定（３年） 

身体測定（２年）  視力検査（す） 

身体測定（１年） 

参観・懇談（A） 尿検査 

20 

 

21 

22 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

火 

 

水 

木 

金 

月 

火 

水 

木 

月 

参観・懇談（B） 尿検査 

身体測定・聴力検査（す） 

参観・懇談（す）   聴力検査（５年） 

1年生給食開始  視力検査（６年） 

内科検診（４年、2－1） 

内科検診（６年、3－1） 

1年生を迎える会 

心臓検診（１・４年） 

昭和の日 

1 年生を迎える会（予）内科検診（５年、3－2）  

凡事徹底   あいさつ・返事   あつまり   あとしまつ 

     当たり前のことが当たり前にできるように、ご家庭でも声掛けをお願いします。 



 


