
大芝だより
平成３０年４月９日

４月５日（木）新１年生９９名を迎え、児童数合計５８５名で本校の平成３０年度がスター
トしました。どの子もこの１年、明るく元気で伸び伸び育ってほしいと願っています。本年
度も、保護者の皆様と教職員が同じ方向を見据えて、子どもたちのすこやかな成長を願って、
一層努力してまいりますので、ご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、教職員の異動がありましたので、お知らせ致します。

○お世話にな り ま し た （ 転出 ・ 退職 ） （幼稚園を含む）
中津 隆彦（箕土路青少年会館へ） 須川 明人（泉南市立一丘小へ） 佐藤 佳子（退職）
岡森 美智子（城北小へ） 松井 雅明（旭小へ） 東野 由里子（清風南海中高へ）
山原 真智子（常磐小へ） 上野 明菜（退職） 松本 真基（退職）

○ よろしくお願いします （転入） （幼稚園を含む）
鍜治谷 新治（山滝小より） 河合 尚子（大宮小より） 新田 展央（朝陽小より）
岩井 桂子（新採） 三宅 真市（新採） 下村 豊（大宮小より）
山下 公恵（天神山小より） 小山 雄介（和泉市立光明台北小より） 若木 香（太田小より）
川村 容子（城内小より） 北村 和世（八木幼より）

平成３０年度 教職員紹介 （大芝小・幼稚園）

校 園 長 鍜治谷新治 算数(３年) 西川 英博[TM担当]
教 頭 尾﨑 誠嗣 少人数(５・６年） 下村 豊
首 席 今 博史 外国語（３～６年）算数（４年） 松下 五鈴
１年１組 甲斐 朋子 音楽専科(４～６年) 小山 雄介

２組 岩井 桂子 家庭科専科(５・６年) 梅本 みさ子
３組 下道 直美 理科専科(６年） 原 高資

２年１組 澤田 直子 理科専科(３年） 辻 博光
２組 三宅 真市 養護教諭 桃田 真佐子
３組 藤原 真奈未 特別支援員 川村 容子

３年１組 原 克浩 事務 栢木 保昭
２組 安倍 梨乃 校務員 横井 智明
３組 新田 展央 給食調理員 藤井 美恵子 七山谷 環

４年１組 飯田 孝太郎 森田 恭子 若木 香
２組 大村 優香 図書館ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 平井 貴美代
３組 山本 高志

５年１組 濱田 洋満
２組 安井 千代子 幼稚園 教頭 山本 純子
３組 田中 尚輝 すみれ組(年長-年中) 豊留 彩花

６年１組 髙橋 健太 ひまわり組(年長-年中) 北村 和世
２組 永嶋 正道 ちゅーりっぷ組(年少) 南 愛子
３組 筬井 由紀 教育補助員 中 愛子

あすなろ１ 辻 敦 介助員 北川 加絵
〃 ２ 東條 令子 なかよしルーム 岡田 澄子
〃 ３ 山下 公恵 （アフタースクール）
〃 ４ 辻下 真弓 保育補助員 三毛 眞知子
〃 ５ 堂野 美穂
〃 ６ 河合 尚子



４月の行事予定

５日（木） 入学式
６日（金） （春木中学校入学式）
９日（月） 始業式 着任式 幼稚園入園式

１０日（火） 給食開始(２年生以上)
１１日（水） 大芝タイム(３～６年) 身体測定(５・６年)

ＰＴＡ学級委員選出(２～６年)18:00～順次
１２日（木） 身体測定(３・４年)
１３日（金） 対面式 身体測定(２年)
１６日（月） 登校指導 身体測定(１年)

ＰＴＡ学級委員総会(16:00 ～)
１７日（火） 登校指導 １年給食開始

全国学力学習状況調査（６年） 内科健診(３・４年)
１８日（水） 登校指導 視力検査(６年) 委員会活動
１９日（木） 検尿 内科健診(５・６年)
２０日（金） 検尿 内科健診(１・２年)

新旧ＰＴＡ実行委員会
２３日（月） 視力検査(５年)
２４日（火） 授業参観・学級懇談会・ＰＴＡ総会

修学旅行説明会(６年） 視力検査(４年）
２５日（水） 大芝タイム(３～６年) 視力検査(３年)
２６日（木） 視力検査(２年) 内科健診予備
２７日（金） 遠足（１～５年）
２９日（日） 昭和の日
３０日（月） 振替休日

※ ・家庭訪問は、５月 ７日(月)（磯上123） ８日(火)（磯上456）
９日(水)（松風・戎） １０日(木)（八幡） １１日(金)（予備日）

・今年の６年生の修学旅行・・５月２５日(金)・２６日（土）です
５年生の宿泊訓練・・６月１１日(月)・１２日（火）です。

≪入学式おこないました≫
暖かい春風の中、新１年生９９名が、緊張いっぱいの表情で、受付でクラスを確認し、最初に教

室に向かいました。入学式では、「大きな声で元気よくあいさつをしましょう」「人の話をしっか
り聞きましょう」「友達に優しくしましょう」の３つのお話をしました。新１年生は落ち着いた様
子でしっかりと話を聞いてくれていました。大変うれしく思いました。
また、式後の新２年生の歓迎セレモニーでは、学校生活の様子を大きな声で教えてくれました。

合奏と校歌の紹介も行われました。１年生は「ほぅ～」という顔で見入っていました。大変素敵な
歓迎でした。
早く学校生活に慣れて、元気いっぱいの姿を見せてほしいと思います。

お知らせ
○学校園だよりや学校園のホームページ、市内や地域に出す広報
等で、子ども達の活動の様子を、写真や文章でお伝えする場合
があります。子どもさんの顔や名前が掲載されることで、支障
等がありましたら、４月１３日（金）までに担任にお申し出下
さい。配慮させていただきます。

○今年度から衛生面の理由から給食のパンは持ち帰れなくなりま
した。 ホームページQRコード

【お願い】
※４月１１日（水）に２年生～６年生のＰＴＡ学級委員の選出が行われます。配布させていた
だいたプリントをご確認の上、ご参加いただきますようお願いいたします。

※小学校からご家庭等へ電話をおかけする場合は、いくつかの電話回線から発信させていただ
きますが、ご家庭等から小学校へは、０７２-４２２-１０３１ へお願いいたします。




