
 

入学式・始業式を待っていてくれたかのように，桜が満開を

迎えています。 

新しい年号「令和」が発表され，心も清らかに希望をもって，

新年度を迎えていることと存じます。新入生１６名を含め，全

校児童生徒が１６４名でのスタートです。 

保護者の皆様，お子様のご入学，ご進級，誠におめでとうご

ざいます。心よりお祝い申し上げます。 

 昨年度，校章を新しくしました。中央の「桑」の文字を囲む

両側の葉は，様々な人との繋がりと，木曽川，長良川を表して

います。また，その川辺に自生する桑の木が，困難に負けず，

目標の実現に向けて，伸びゆく児童・生徒の姿を象徴しています。二つの桑の実は，前期課

程と後期課程の児童・生徒が仲良く支え合いながら学ぶ姿をイメージしたものです。 

 私たち教職員は，一人一人の子どもにとって，この学び舎が生涯忘れることのない大切な

母校となるよう，魅力ある学校づくりに努めてまいります。 

 本校の教育目標「自学・共生・鍛錬～じぶんひとりでも，みんなとでも，がんばれる子～」

を児童・生徒，教職員，そして保護者や地域の皆様の合言葉として取り組んでまいりたいと

思います。 

２０１９年度も変わらぬご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 
〈ご転出・ご退職・ご転入された先生方〉 
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学園最長子配付文書 

【転出・退職された先生】 

教    頭  中村 純子  山県市立伊自良南小学校 

教    諭  水野 久代  羽島市立中島中学校 

教    諭  市岡 宏樹  羽島市立中島小学校 

教    諭  冨岡 誠聖  羽島市立中央中学校 

教    諭  竹内 雅人  羽島市立正木小学校 

教    諭  澤田 真那  岐阜市立則武小学校 

養護教諭  赤塚 真美  岐南町立岐南中学校 

事務課長補佐  廣瀬 智子  羽島市立正木小学校 

栄養助教諭  大澤 歩果  松阪市立幸小学校 

講師     赤座 玲奈  愛知県立木曽川高等学校 

図書整理員  川島喜代子 羽島市立小熊小学校 

校 務 員    速水智津子  ご退職                  

 

【転入された先生】 

教    頭  安藤 理加 北方町立北方小学校 

教    諭  松田 敦 羽島市立羽島中学校 

教    諭  石本 忠 羽島市立中島小学校 

教    諭  小神 美歩 瑞穂市立穂積中学校 

養護助教諭 平田 さや 新規採用 

事務主事  上村 真由 羽島市立羽島中学校 

栄養助教諭 山田 華代 新規採用 

講   師   石井 貴之 羽島市立竹鼻中学校 

講   師  馬渕 舞子 一宮市立宮西小学校 

講   師   山内 克敏 北名古屋立師勝東小学校 

図書整理   滝 亜矢子 新規採用 

校 務 員   後藤 光子 羽島市立小熊小学校 



 
＜ 本年度 職員の紹介 職員が一丸となって頑張ります。よろしくお願いいたします。＞ 

 校   長  ：小川 和彦  

 教   頭  ：安藤 理加 

 教   頭  ：丸山 靖生 

 教 務 主 任  ：岡田 真暢 

 教 務 主 任  ：松田 敦 

 １年生担任  ：小塚 香有 

 ２年生担任  ：高橋 智恵美 

 ３年生担任  ：小神 美歩 

 ４年生担任  ：上野 晴香 

 ５年生担任  ：青木 美紀 

 ６年生担任  ：大井 由莉菜 

 ７年生担任  ：中田 直哉 

   副担任  ：石井 貴之 

 ８年生担任  ：米口 真由美 

   副担任  ：永田 勝亮 

９年生担任  ：井上 智嗣  

   副担任  ：石本 忠 

 

保健体育専科：山内 克敏 

 図画工作専科：説田 麗子 

美術専科  ：早矢仕 浩美 

音楽専科  ：青木 園子 

家庭科専科 ：馬渕 舞子 

 養護教諭  ：平田 さや 

 養護教諭  ：木山 幸 

 事務職員  ：中橋 寛子 

事務職員  ：上村 真由 

 栄養助教諭 ：山田 華代 

 校 務 員 ：後藤 光子 

 給食業務  ：長尾 愛穂 

図書整理員 ：小林 純子  

 図書整理員 ：滝 亜矢子 

 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ ：池山 喜之 

相 談 員  ：虫賀 敬子   

 総括生徒指導主事：伊藤 篤志（中島中） 

＜４月の主な行事予定＞                          最終下校時刻 １８：００ 

8 日(月) 着任式,入学式,進級式,始業式 
9 日(火) 身体測定,部活見学開始（7 年） 

給食・掃除開始  
交通安全指導(～12 日) 

10 日(水) 進級生歓迎会（後）通学班長会 
11 日(木) 給食開始（1 年）地区児童会 
     地区生徒会 

12 日(金)  命を守る訓練 一斉下校（前） 
15 日(月) 全校朝会（生徒会認証式：後）  

命を守る訓練予備日 
16 日(火)  部活動入部届提出（7 年） 

部活動ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  
18 日(木) 全国学力・学習状況調査（6,9 年） 
      

 
20 日(土) ﾘｻｲｸﾙ活動（予備 5/11） 
21 日(日) 市会議員選挙 
22 日(月) 学級委員認証式（後） 
      学園総会（5～9 年） 

23 日(火) 1 年生を迎える会 
      内科・耳鼻科検診 

市教育研究会（15:00 下校） 
25 日(木) 全校朝会 

（児童会・学級委員認証式：前） 
27 日(土) 授業参観・学級懇談会 

ＰＴＡ総会・部活動育成会総会 
    ※給食なし（弁当持参）  

※5 月 7 日(火)は，振替休業日です。 

 

 

・校 長     三好 信一  

・教 頭     河野 和彦  

・教務主任     所  輝一  

・生徒指導主事  横幕 國広    

・保健主事    大平 邦子  

・養護教諭    大平 邦子  

・校務主任    大久保和行  

・ＡＬＴ     スティブン  

          ケアーン

ズ  

・事務主査    川島 美保

子  

・相談員     田中 悦子  

・栄養職員    高見 智恵 

・校務員     清水 桂子  

【お知らせ】 

 PTA 授業参観，PTA 総会について 

 今年度最初の授業参観，PTA 総会の案内文

書は，今日９日（火）に配付します。PTA 総

会を欠席される場合は，委任状を１７日（水）

までにご提出してください。 

 


