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平井小のホームページで「学校だより」をカラーで見ることができます。

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
5月1日からの新しい元号「令和」の発表ととも

に新年度がスタートしました。4月8日（月）の始

業式には，604名の子どもたちが，４月11日（木）

の入学式には，120名の子どもたちが，元気よく

体育館に集いました。今年度は全校児童724名，

30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，職

員が一丸となって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

様の一層のご理解とご協力をお願いします。

始業式での校長の話（概要）

今日から新しい学年が始まります。それぞれ学年が一つずつ大きくなって，今日から新しい学年の

スタートです。

そんなみなさんに，今日は，校長先生の「夢」を聞いてもらいたいと思います。

校長先生の「夢」は，この平井小学校が「日本一」になることです。何が「日本一」かというと，「あ

いさつが日本一の学校」です。

「平井小学校の子どもは，あいさつが良くできますね。」とお客様に誉められることがあります。校

長先生は，とても嬉しい。でも校長先生は欲張りなので，もうちょっと頑張って，「平井小学校は，日

本一，あいさつの素敵な学校ですね」って，言ってもらいたいのです。

でも，校長先生だけの力では，絶対に「あいさつ日本一」にはなれません。ここにいる，２年生か

ら６年生までの人たちと，今週の木曜日に入学してくる，新しい１年生の人たちと，校長先生をはじ

めとする平井小の全員の先生達と，みんなの力を全部合わせて，「あいさつ日本一」の学校をつくって

いくのが校長先生の「夢」です。

どうやったら「あいさつ 日本一」になれるのか。また，一緒に考えていきましょうね。

この１年，先生たちと一緒に頑張りましょう。

学校だより

桜の花びらが舞う中，かわいらしい新入生が入学

してきました。ピカピカのランドセルを背負い，少

し大きめの制服に身を包み，緊張した顔で，でも期

待に胸ふくらませて校門をくぐりました。早く学校

に慣れてくださいね。

（写真は受付で6年生に名札をつけてもらう１年生）



３０年度末の転・退任者 大変お世話になりました。ありがとうございました。

副給食調理技士長 有吉 泰江（退職。再任用で福島小へ） 講 師 原淵 英雄（東疇小へ）

教諭（再任用） 宇野 直子（退職） 講 師 秋山 浩平（財田小へ）

副校長 壬生実千代（校長昇任。灘崎小へ） 主事（臨時的任用） 山根 悠里（妹尾小へ）

教 諭 田村多恵子（東疇小へ） 臨時労務補助員（給食） 久山 雅子（南輝小へ）

教 諭 中尾 景子（七区小へ） スクールカウンセラー 石原みちる（京山中へ）

教 諭 西野 剣樹（大元小へ） 支援員 福嶋 史江（退職）

教 諭 原田 浩明（加茂小へ） 購 買 森園 仁美（退職）

今年度の平井小学校のスタッフを紹介します。
元気いっぱい，笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。

校 長 髙尾 敏也 ひまわりＡ組 村木晃之介（江西小から）

教 頭 安井 澄子 ひまわりＢ組 落合 恭代
教 頭 小川 和秀（西大寺小から） ひまわりＣ組 栗政 啓子
教務主任 原田かおり ひまわりＤ組 鉄本 圭祐（富山小から）

専 科 片山 悠葵 ひまわりＥ組 野村 孝恵（平福小から）

〃 森井 歩美 ひまわりＦ組 前田 有美
〃 鈴木 真央 ひまわりＧ組 久保美智代

少人数指導 髙田 敦子 ひまわりＨ組 山﨑 瞳
拠点校指導教員 平岡 陽子（庄内小から） ひまわりＩ組 西嶌 哲生
養護教諭 三浦 由香 １年 Ａ組 赤松るり子（第二藤田小から）

分教室担当 難波光加莉 Ｂ組 太田 敦子
副主査（事務） 河合 由子 Ｃ組 山田 奈穂
主 事（事務） 正道 柚佳（新採用） Ｄ組 宮本 真也
栄養教諭 合田麻衣子 ２年 Ａ組 能美 有希（新採用）

主査学校司書 宮本 紀子 Ｂ組 室野万祥子
主任給食調理技士 田中 直美（操明小から） Ｃ組 河本 浩行

〃 松井 久 ３年 Ａ組 藤川 千尋
労務補助員（給食） 森田奈津美（鹿田小から） Ｂ組 森元 楓香
労務補助員（用務） 篠原 康弘 Ｃ組 大塚千代和
習熟度別サポーター 貝田麻衣子 Ｄ組 石井 隆貴（吉備小から）

初任者研修後補充教員 川谷 邦子・貝田麻衣子 ４年 Ａ組 有道 雅信
支 援 員 井上 宜子（新規） Ｂ組 延友 沙希（南輝小から）

特別支援教育支援員 藤本 佳子 Ｃ組 菊池明日香
〃 住友 弘美 Ｄ組 酒本 明夏
〃 牧野 育枝 ５年 Ａ組 重光 亮平
〃 西懸 あや Ｂ組 塩尻 道枝（新採用）

〃 萩原 由佳 Ｃ組 岸本 高樹
スクールカウンセラー 藤坂 圭子（香和中から） ６年 Ａ組 近藤 俊輔
学校業務アシスト職員 太田 佳代 Ｂ組 前田 翼

〃 中山 京子 Ｃ組 太田 優香
購 買 土井 雅美（新規）

※転任者のみ（ ）に前任校等を記載

５月の主な行事予定
校医の先生の紹介

５月 ９日（木） ＰＴＡ総会
１０日（金） 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く校医の

１７日（金） ６年生校外学習 先生方を紹介します。

２６日（日） 運動会（予備日は28日） ・内 科 三田 茂 先生（新任）
２７日（月） 振替休業日 ・眼 科 片山 望 先生
３１日（金） ４年生校外学習 ・耳鼻科 山本英一 先生

・歯 科 佐名川 徹 先生
（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


