
平成 31 年 4 月 9 日 

尼崎市立園田小学校 

                               校 長  栁 一 光 

 

新しい時代に向かって 

紅白の梅の花に始まり、純白の雪やなぎ、そして満開の桜と、春は生命の息吹を感じ、活気

と希望に満ちあふれる季節です。新元号も決まり、社会全体が明るく前向きな雰囲気で包まれ

ております。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、退職された本池瑞子 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

栁一光(やなぎかずみつ)でございます。120名の新入生を加え、尼崎市内でも最も多い 847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。 

 実は、私は10年以上前にはなりますが、この園田小学校に勤めさせていただいておりました。

当時と比べますと、学校耐震化や西校舎の増築など環境に変化はありますが、不変のものもあ

ります。それは、子どもたちの笑顔、保護者や地域の皆様の温かさ、教職員の子どもへの情熱

です。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。 

今、園田小学校に通ってくれている子どもたちは、まさに日本のそして世界の新しい時代を

切り拓き創造していく中心となって活躍してくれるはずです。その子どもたちの可能性を最大

限に伸ばし、新しい時代に向かって大きく飛躍する子どもたちを育成するため、教職員が「チ

ーム園小」として一丸となり、責任を果たしてまいります。 

園田小学校 847 名の児童の未来のため、保護者の皆様、地域の皆様、関係者の皆様、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、どうぞよろしくお願いいたします。 

【平成３１年度教職員紹介】 

校長 栁  一光 ２年４組 西澤  恵 ６年３組 吉田 佳子 初任研 井上 宗吉 

教頭 河合 康一 ３年１組 増戸 克紀 ６年４組 川合 智史 初任研 未定 

すぎのこ 中川 純一 ３年２組 中島 響子 新学習システム 山崎 正純 介助員 大城 恭子 

すぎのこ 片山  亮 ３年３組 早藤 沙恵 新学習システム 長井 裕志 介助員 岡  靖子 

すぎのこ 中尾絵梨奈 ３年４組 大西あおい 音楽専科 山名 淳子 介助員 中谷久美子 

すぎのこ 高瀨  遼 ４年１組 寺岡 純子 音楽専科 小野真由美 ＡＬＴ アラン・ミラー 

すぎのこ 前田 道代 ４年２組 藤本 彩乃 図工専科 杉本 浩子 ＪＴＥ 松永 順子 

すぎのこ 小野村伯子 ４年３組 田村 敦子 初任者指導 佐藤 隆史 スクールカウンセラー 村上 誠治 

こばと 田中みりい ４年４組 荒木 孝太 養護教諭 桝本 利美 校務員 植田 正男 

１年１組 小堀 未来 ４年５組 林  孝茂 栄養教諭 岡山 悦子 校務員 梅田 誠一 

１年２組 恒川 知子 ５年１組 中家 良太 事務職員 吉岡 美絵 安全管理員 宗村 敏作 

１年３組 久堀 笑子 ５年２組 前原 佳穂 事務職員 臼井衣里苗 安全管理員 久田 勝基 

１年４組 雛倉奈津子 ５年３組 上野山由紀 読書力向上 高須賀幸郎 安全管理員 田中 栄治 

２年１組 時吉恵美子 ５年４組 尾﨑 智洋 計算科 浜田 悦子 学校開放 中牟田美幸 

２年２組 乗京 秀光 ６年１組 松﨑 利彦 教育支援員 浅井 里美 学校開放 石田 貞之 

２年３組 加賀谷茉莉子 ６年２組 髙木 千尋 そだち指導補助員 松尾 勅子 学校開放 梶  秀夫 



【教職員の異動】 

転出・退職職員 

本池 瑞子（校長） 

平岩健太郎（教頭） 

山名 淳子（音楽） 

石田 眞理（音楽） 

高寺 千晶（新学習システム） 

尾﨑三恵子（すぎのこ） 

退職 

教育委員会へ 

退職→再任用 

退職 

退職 

退職 

森井  崇（６年担任） 

北川 美栄（育児休業） 

若松 泰生（大学院派遣） 

奥村 文那（６年担任） 

秋山 千晴（養護） 

教育委員会へ 

下坂部小へ 

あまよう特別支援へ 

杭瀬小へ 

竹谷小へ 

転入職員 

栁  一光（校長） 

河合 康一（教頭） 

前原 佳穂（５年担任） 

中家 良太（５年担任） 

高瀬  遼（すぎのこ） 

教育委員会より 

あまよう特別支援より 

下坂部小より 

塚口小より 

武庫南小より 

小野真由美（音楽） 

桝本 利美（養護） 

乗京 秀光（２年担任） 

藤本 彩乃（４年担任） 

松尾 勅子（そだち指導補助員） 

神戸市立本庄小より 

伊丹特別支援より 

新採用 

新採用 

新規事業 

その他 

安部 美佳       （育児休業） 中里 春菜       （産前休暇） 

 

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。 

《５月の予定》 

9日（木）～10日（金）６年修学旅行   15日（水）避難訓練（予備日 17日） 

23日（木）自由参観（５時間目）・ＰＴＡ総会（６時間目）   30日（木）クリーンタイム 

日 曜 行   事   予   定 

８ 

９ 

10 

11 

12 

 

15 

16 

 

17 

月 

火 

水 

木 

金 

 

月 

火 

 

水 

退任式・着任式・始業式・クラス発表 

入学式 

代表委員会（25 分休み） 身体測定（6 年） 

離任式 給食開始（2～6 年） 

校外児童会（2 校時） 集団下校 14:45～ 

身体測定（４年） 

委員会 身体測定（5 年・こ） 

身体測定・聴力測定（す） 

内科検診（6 年） 

参観・懇談（高・こ） 身体測定（１年） 

18 

 

19 

 

22 

23 

24 

25 

 

26 

木 

 

金 

 

月 

火 

水 

木 

 

金 

全国学力学習調査（6 年） 尿検査（全学年） 

参観・懇談（低） 内科検診（5 年・こ） 

尿検査 参観・懇談（す） 

身体測定（3 年） 内科検診（2 年） 

家庭訪問 身体測定（2 年） 

家庭訪問 聴力検査（１年） 音読朝会 

家庭訪問 聴力検査（2 年） 

家庭訪問 聴力検査（3 年） 

1 年生を迎える会 1 年生給食開始 

家庭訪問（予備日） 

聴力検査（5 年・こ） 5校時下校 14:35～ 


