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学校教育目標：「明日を楽しみにできる学校」

新しい学期がスタートしました
平成30年度のスタートです。今年は桜の開花が早か

ったため，４月９日(月)の始業式も，12日（木）の入

学式も若葉芽吹く桜の下で行われました。今年度は全

校児童734名，29学級でのスタートです。

今年度も子どもたちの健やかな成長のために，全力

で取り組んでまいります。本校の教育活動に対しまし

て，保護者や地域の皆様のご理解とご協力をよろしく

お願いします。
始業式での校長の話（概要）

それぞれ学年が一つずつ大きくなったみなさんに，校長先生から二つのお願いをします。

一つ目は，「気持ちのよいあいさつをしましょう」というお願いです。

校長先生は，いろんな人から「平井小の子どもは，地域の人にも元気よくあいさつができますね」と

誉めてもらいたいと思っています。あいさつは，自分も相手も元気にする薬みたいなものです。あい

さつの力で平井小だけじゃなく，平井小の周りも元気にしていきましょう。

二つ目は，「人の痛みが分かる人になってほしい」というお願いです。

人の痛みが分かる人とは，「これをしたら，友だちは嫌な気持ちになるだろう」と相手の立場になって

考えることができる人のことです。「人の痛みが分かる人」こそが，本当に強い人だと校長先生は思っ

ています。みなさんには，「人の痛みが分かる強い人」でいてほしいと思います。

校長先生からの二つのお願いが叶うと，平井小は今よりも10倍よい学校になれます。平井小が10

倍よい学校になると，みなさんは今より100倍すてきな人になれます。この１年，先生たちと一緒に

頑張りましょう。

新１年生とのやくそく「あ・い・う・え・お」

入学式での校長の話は，立派な１年生になるための「あ・い・う・え・お」。１年生だ

けでなく，平井小の子どもたち，おうちの方，地域の方，みんなでできるといいですね。

「 あ 」 あいさつをしっかりしよう

「 い 」 いのちを大切にしよう

「 う 」 うんどうで体をきたえよう

「 え 」 えがおで生活しよう

「 お 」 おもいやりの気持ちをもとう

学校だより

写真は入学式の受付の様子から



29年度末の転・退任者

教 諭 髙橋 恭子（退職。再任用で甲浦小へ） 教 諭 清信 碧（退職）

教 諭 石津 裕子（政田小へ） 講 師 柏倉 由美（和気町立和気小へ）

養護教諭 廣惠真由美（雄神小へ） 講 師 平 昌孝（退職）

教 諭 山﨑 祥（可知小へ） 学校業務アシスト職員 藤原 実紀（退職）

教 諭 坂本真里子（大元小へ）

大変お世話になりました。ありがとうございました。

今年度の平井小学校のスタッフを紹介します。
校 長 髙尾 敏也 ひまわりＡ 秋山 浩平
副 校 長 壬生実千代 ひまわりＢ 落合 恭代
教 頭 安井 澄子 ひまわりＣ 森井 歩美
教務主任 原田かおり ひまわりＤ 西嶌 哲生
専 科 片山 悠葵 ひまわりＥ 中尾 景子

〃 鈴木 真央 ひまわりＦ 久保美智代
少人数指導 湯本 昌代（西大寺小から） ひまわりＧ 髙田 敦子（新採用）

拠点校指導教員 宇野 直子（可知小から） ひまわりＨ 原淵 英雄
養護教諭 三浦 由香（幡多小から） ひまわりＩ 田村多恵子
分教室講師 難波光加莉（操南中から） １年Ａ組 西野 剣樹
副主査（事務） 河合 由子 Ｂ組 山﨑 瞳（津島小から）

主 事（事務） 山根 悠里 Ｃ組 藤川 千尋
栄養教諭 合田麻衣子 ２年Ａ組 菊池明日香
主査学校司書 宮本 紀子 Ｂ組 酒本 明夏（陵南小から）

副給食調理技士長 有吉 泰江 Ｃ組 岸本 高樹
主任給食調理技士 松井 久 Ｄ組 宮本 真也（新採用。豊小から）

労務補助員（給食） 久山 雅子 ３年Ａ組 森元 楓香（新採用）

労務補助員（用務） 篠原 康弘 Ｂ組 室野万祥子
習熟度別サポーター 貝田麻衣子 Ｃ組 河本 浩行（横井小から）

初任者研修後補充教員 川谷 邦子・貝田麻衣子 Ｄ組 大塚千代和
支 援 員 福嶋 史江 ４年Ａ組 近藤 俊輔
特別支援教育支援員 藤本 佳子 Ｂ組 前田 有美

〃 住友 弘美 Ｃ組 太田 優香
〃 牧野 育枝 ５年Ａ組 太田 敦子
〃 西懸 あや Ｂ組 原田 浩明
〃 萩原 由佳 Ｃ組 重光 亮平（宇野小から）

1年生スタートサポーター 田所美恵子 ６年Ａ組 山田 奈穂
〃 土井 雅美 Ｂ組 前田 翼
〃 松本 恵美 Ｃ組 有道 雅信

スクールカウンセラー 石原みちる 学校業務アシスト職員 太田 佳代
購 買 森園 仁美 〃 中山 京子

※転任者のみ（ ）に前任校を記載

笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。

○ ５月の主な行事予定

５月 １日（火） １年生を迎える会 校医の先生の紹介
２日（水） なかよしキッズデー（全学年） 子どもたちの健康に携わっていただ
９日（水） ＰＴＡ総会 く校医の先生方を紹介します。

１１日（金） ６年生校外学習 ・内 科 井村 誠 先生
２７日（日） 運動会 （予備日は29日） ・眼 科 片山 望 先生
２８日（月） 振替休業日 ・耳鼻科 山本英一 先生

・歯 科 佐名川 徹 先生（新任）
（詳細は学年だより等でご確認ください。） ・学校薬剤師 赤松祐介 先生（新任）


