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入学・進級おめでとうございます
新しくまいりました

よろしくお願いいたします
校

長

坪井

俊治

今日から、平成２６年度、新しい学年のスタートです。学校のまわりを取り囲む桜
の木々も、今日という日を待ちきれずに花を咲かせて、若い葉を出し始めました。
午前の始業式で、一つ進級した２年生から６年生のみなさん、進級おめでとうござ
います。そして、午後の入学式で新たな桜井南小学校の仲間になった１年生のみなさ
ん、入学おめでとうございます。
どきどき、わくわくしながらも、「よし、やるぞ。がんばるぞ。」というファイト満
々の皆さんを見て、「うれしい」気持ちと「たのもしい」という思いになりました。こ
れから一年間の、皆さんの成長を見ていくのがとても楽しみです。
今日の気持ちを忘れずに、一日一日、大切にすごしていきましょ
う。
学校教育目標
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～笑顔・元気・感動にあふれ、児童が生き生きと伸びる学校～

桜井南小学校は、引き続き「笑顔・元気・感動にあふれ、児童が生き生きと伸びる
学校」をめざします。
日々の生活の中で多くを「まなぶ」、学校でも家庭でも地域でも多くの人たちと「か
かわる」、よいことを「つづける」、この３つの行いを大切にして教育活動を進めてま
いります。学年によって、また一人ひとりの子どもによって成長の仕方に違いのある
ことを踏まえつつ、教職員一同、全力を挙げて、子どもたちを守り育んでまいります。
日頃から家庭、地域の皆様にご協力いただき、支えられて学校の教育活動が進めら
れておりますことに、心から感謝申し上げます。今年度も、どうぞ引き続きのご支援
とご協力をお願いいたします。

－「まなぶ」・「かかわる」
・「つづける」を大切にします－
お知らせ
１ 欠席連絡カードは、安全上の理由から兄弟関係以外は届けないことになりました。
欠席した日に連絡のある場合は、担任が電話で行います。よろしくお願いします。
２ 学校評議員の公募の期限は４月１５日までとなっています。よろしくお願いします。

８日(火) 始業式・入学式 短縮３時間
６年短縮４時間
９日(水) 通学班編制 一斉下校 短縮３時間
10日(木) 短縮３時間
11日(金) 給食開始 短縮５時間
身体測定４５６年
14日(月) 身体測定１２３年・し
視力検査６年 表札訪問①
15日(火) ２～４年短縮５時間 視力検査５年
委員会活動① 表札訪問②
身体測定４５６年
16日(水) 特別日課４時間 給食なし
視力検査しらこばと
17日(木) 歯科検診４５６年 視力検査３年
表札訪問③
18日(金) 授業参観・懇談会４５６年
視力検査２年 表札訪問④

21日(月) 避難訓練（地震） 視力検査４年
ぎょう虫卵検査１次１２３年
表札訪問⑤
22日(火）６年全国学力・学習状況調査
授業参観・懇談会２３年・し
懇談会１年 表札訪問⑥
ぎょう虫卵検査１次１２３年
聴力検査５年・し
23日(水) 1 年生を迎える会
聴力検査３年
クラブ活動① 表札訪問⑦
24日(木) 歯科検診１２３年・し
25日(金) 離任式 １年短縮４時間
３～６年短縮５時間 聴力検査２年
28日(月) 教育相談日 聴力検査１年
30日(水) 教育相談日 防犯教室
聴力再検査 クラブ活動②

２５年度末でたくさんの職員が異動になりました。みなさんによろしくとのことです。
☆ 退職された先生方 工藤 俊夫 校長
駒崎 恵美 教諭
☆ 転任された先生方
新井 良一 教諭（市内・西方小へ）
岡本 美令 教諭（市内・大袋小へ）
熊川眞由美 教諭（市内・大間野小へ）
姫野 宏佳 養護教諭（市内・明正小へ）

中村 三法
安部 智子
腰塚 祥子
轟 千登勢

☆ 転入された先生方
坪井 俊治 校長（八潮市教育委員会より）中沢美菜子
宮前 一葉 養護教諭（三郷市立幸房小より）
中村 早苗 教諭（市内・蒲生小より）
山口千恵美
山岸美恵子 教諭（市内・中央中より）
齋藤
孝

教諭（市内・千間台小へ）
養護教諭（市内・蒲生第二小へ）
助教諭（市内・千間台小へ）
事務主事 (市内・桜井小へ)

教諭（新採用）
教諭（市内・荻島小より）
教諭（新採用）

平成２６年度職員組織
校長

坪井 俊治
教頭 西垣内 きよみ 教務主任
森 正樹
１ 年
２ 年
３ 年
４ 年
５ 年
６ 年
１組 黒田 幾子
中島 節子
麦倉 るり 大平 陽代 朝比奈 亮
小林 正樹
２組 大貫 古乃美 大宮 恵美
藤井 京子 中沢 美菜子 島野 咲里
中川 綾
３組 小林 和子 山口 千恵美 出居
正 齊藤
武 田中 崇亮 大兼政 直樹
４組 石関 美智子 古沢 佐智子 眞木 裕子 佐々木 葉子 佐々木 俊大 杉﨑 紀夫
中学年少人数指導
安藤 正枝 高学年少人数指導
富樫 茂美
しらこばと １組 山岸美恵子 ２組 小山 裕美子 通級指導教室 中村 早苗
音 楽 前田 章子
書 写 齋藤 孝
養護教諭 宮前 一葉
事 務 加藤 惠美子 校 務
坂井 一夫
学校業務員 千吉良 友美
通常学級支援員 播磨 道子
特別支援学級支援員
高久 浩美
学校図書館支援員
髙橋 美香
学校相談員
高松 麗子

