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流山市立鰭ヶ崎小学校
在籍児童数 ６０５名
平成３１年４月５日

４月号

http://www.nagareyama.ed.jp/hiresyou/

新たな気持ちでスタート

満開の桜や春の花々に迎えられ、平成３１年度がスタートしまし
た。校庭で遊ぶ学童の子ども達の「校長先生、こんにちは」のあい
さつに、学校に子ども達が戻ってくると、心踊らせていました。保
護者の皆様におかれましては、お子さんの入学・進級、誠におめで
とうございます。
６年生や友達、先生方との別れをこえ、新たに鰭ヶ崎小学校の仲間となる友達や先生方との

緊張の出会いと、充実した１年にしようと希望を持って始業式に臨んでいる表情がありました。
私たち教職員も思い新たにし、チーム鰭小で教育活動に努めてまいります。
『子どものよさを認めて、伸ばし、自立する子どもを育む』『子どもをよりよく成長させる』

という思いは、教職員すべての願いです。保護者や地域の皆様に子ども達を温かく見守ってい
ただいたり、ご支援をいただいたりしている素晴らしい地域で、地域に生きる子ども達を育て
ていきたいと考えています。今年度も、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

平成３１年度 鰭ヶ崎小学校の教育

学校教育目標

心豊かにたくましく生きる子どもの育成

《キーワード》

目指す子ども像 かかわりあい

自ら学ぶ子(知) 思いやりのある子(徳) たくましい子(体)

○失敗や困難を恐れず、意欲をもっ ○あいさつと返事がしっかりと ○元気で健康な生活を送り、
て 学習に取り組む子 でき礼儀正しく行動できる子 進んで体力づくりにはげむ子

○進んで自分の考えを表現できる子 ○他者のことを考え 助け合って ○困難にくじけず、最後まで
(思考力・判断力・表現力の育成) 生活できる子 あきらめずにやりぬく子

・自他を尊重する心 ・体力向上や健康・安全、ねば
〇基礎基本的な学習の習得と活用 ・感謝する心 り強さやチャレンジ精神の育成

・感動する心
・他者とかかわろうとする心
・自らの力を生かそうとする心

失敗にくじけず練習し学ぶたくましさ

学んだことを表現するたくましさ

学んだことを行動に生かすたくましさ

行動を周りの人や地域に生かすたくましさ
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平成３０年度末人事異動について ４・５月の主な予定

〔転入職員〕 新しく来られた先生方 ５(金) 着任式・始業式

教 頭 杉山 智 流山市教育委員会 ８(月) ３時間授業下校

主幹教諭 近藤 泰成 松戸市立柿ノ木台小学校 ４～６年発育測定

教 諭 坂本 真弓 松戸市立小金小学校 ９(火) 2,3年発育測定
教 諭 三浦 由香 流山市立南流山小学校 入学式準備６年生弁当持参

教 諭 沖 彩香 新規採用 ２年～５年３時間授業下校

教 諭 吉田 瀬良 新規採用 10（水）入学式１年下校 11:20
教 諭 堤 弘恵 流山市立長崎小学校 2~5年下校 8:20 6年下校 10:45
講 師 大塚 亮介 流山市立南流山小学校 11(木) 登校指導 5,6年視力検査
講 師 山口 紗世 新規採用 2~6年給食開始
講 師 伊東 祐幸 流山市立東小学校 15(月) 1年 たいよう発育測定

講 師 石塚 理枝 流山市立八木北小学校 1年下校 11:30
非常勤講師 平澤 光雄 流山市立西深井小学校 16(火) 1年を迎える会
非常勤講師 小野田友季 流山市立鰭ヶ崎小学校 17（水）1年視力検査 1年給食開始
非常勤職員 吉田 明美 流山市立常盤松中学校 18（木）全国学力学習状況調査(６年)
サポート指導員 中村 美加 新規採用 学力テスト（2～ 5年）
サポート指導員 中嶋 絹子 新規採用 19(金) 学習参観･懇談会、PTA総会
介添員 高橋 久美 新規採用 尿検査回収

主任調理師 吉田 弘行 流山市立流山北小学校 22(月) 避難訓練 委員会活動

〔退職職員〕お世話になった先生方 たいよう視力・聴力検査

教 頭 田中 良雄 青少年指導センター 23(火) 235年聴力検査 家庭訪問

教 諭 三澤 清彦 県立つくし特別支援学校 24（水）眼科検診 家庭訪問

教 諭 川部 桃子 退職 25(木) 1年聴力検査 家庭訪問

主任調理師 西沢 恵子 退職 26(金) 色覚検査 家庭訪問

〔転出職員〕 お世話になった先生方

教 諭 森田 裕一 松戸市立矢切小学校 5月
教 諭 中野 里美 松戸市立相模台小学校 7(火) 月曜日課 家庭訪問（予備日）

教 諭 生田 直美 流山市立南流山小学校 委員会活動

講 師 田中 孝男 野田市立中央小学校 8(水) 教職員一斉研修下校 13:50
講 師 森 一幹 流山市立長崎小学校 10(金) 6年修学旅行
講 師 井上 潤 流山市立流山小学校 11(土) 6年修学旅行
講 師 遠田 莉沙 流山市立八木北小学校 14(火) 全校朝会
介添員 細見 美智子 流山市立常盤松中学校 15(水) 歯科検診
介添員 松尾 亜由美 流山市立常盤松中学校 16（木）音楽鑑賞会（午後）
サポート指導員 川手 ユリ 流山市立八木南小学校 20（月）クラブ活動

22（水）流山市小学校陸上競技大会
24（金）流山市小学校陸上競技大会 予備日

子どもたちには、たくましく育って欲しいと考えていますが、新学期、クラス替えや担任が替わるなど、

大人が考える以上に大きな変化があります。相談はいつでも受け付けています。困っている状態をできる

だけ早く解消できるよう、気になることがありましたら、ご相談下さい。担任だけでなく養護教諭、教頭

等にご連絡ください。
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職員紹介
校長 高橋千代美 教頭 杉山 智 教務 小嶋 務 副教務 近藤康成

１ 組 ２ 組 ３ 組 お知らせ
１ 年 １年生は入学式に発表します。
２ 年 ①藤原泰子 ②熊田愛美 ③石塚理枝 ④沖彩香 ※欠席連絡につきましては、基本連絡
３ 年 山本 絵里香 山崎 紗知 大塚 亮介 帳でお願いします。連絡帳を渡せなか
４ 年 吉田 瀬良 山内 美由紀 安永 久瑠美 った場合は、午前７時過ぎに電話連絡
５ 年 久保 美幸 恩田 幸輝 坂本 真弓 をお願いいたします。
６ 年 堀江 早苗 近藤 泰成 加藤 洋平
たいよう 神明 一子 伊東 祐幸 水沼 宏嘉 ※水筒は年間を通して持参可能です。
音楽専科 養護教諭 栄養士 初任者指導 (学校には各階ごとに冷水器がありま
山口 紗世 村田 由佳 木下 有紀 堤 弘恵 す。)中身については、お茶類、また

平澤 光雄 は水をお願いします。
主 事 市事務 市用務員
谷地村優佳 （吉田 明美） 阪成 サエ子 須賀 義男 ※緊急カードで勤務先が変わった場
算数指導員 学習指導教員 学習指導員 学習指導員 合は必ず担任までご連絡ください。
森田 美穂 村田 恵美 中嶋 絹子 中村 美加
介添員 介添員 介添員 介添員 ※鰭小メールに未加入の方は必ず登
矢野 律子 星野貴美子 手島 理恵 高橋 久美子 録をお願いします。(無理な場合はご連絡
主任調理師 主任調理師 主任調理師 調理師 ください。)
勝又 康亘 及川 裕之 吉田 弘行 平岡 典子

調理員 調理員 ※放課後の生活が長いです。また、
五月女美智子 鈴木美絵子 工事中のところが多くなっています。
調理員 調理員 司書 交通事故に注意をお願いします。自転
萩原 貞子 奈良 初江 木村 亜希子 車に乗る際にはヘルメットを着用する

長期研修 ALT 英語指導員 とよいです。見守りのほどよろしくお
北田 紘也 スチュワート ジョナサン ギブソン 北野 美咲 願いします。
千葉大学 後補充 後補充 育児休業

小野田 友季子 平澤 光雄 山田 明実

２年２組 鈴木教諭は、入籍をし熊田に改姓しました。


