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学校通信  第 １号 

令 和 ４年 ４月 ８日 

和泉市立伯太小学校 

校 長  加 旗  登  

ご入学、ご進級、おめでとうございます。  

校内の桜も満開の時期を過ぎ、木々に緑がはえる季節を迎える中、

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。今年度もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

４月７日の入学式に、７２名の新しいなかまを迎えました。入学

式の日、新１年生のみなさんは保護者のみなさまに見守られながら

明るく楽しい面持ちで登校してくれました。これから始まる小学校

生活について、わくわくした気持ちでいることが伝わってきました。ゆっくりと小学校に慣れて

いってほしいと思います。 

さて、今日の始業式からいよいよ新しい学年がスタートします。新型コロナウイルスの感染状

況が少しずつ改善していますが、引き続き感染拡大防止のため、マスク着用、換気をおこない、

密を避け、手洗いの励行、手指消毒などの新しい生活様式のもとで学校生活を送ることになりま

す。保護者、地域の皆様にはご事情を察しいただき、感染拡大防止のための

対策を十分に練り、お子様の体調管理にはくれぐれもご留意いただきますよ

う、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。今後とも、さまざ

まな制約やお願い等があるとは存じますが、本年度も教職員一同全力で教育

活動を進めて参りますので、ご協力・ご支援をどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

本日は、教科書をはじめたくさんの配付物があります。学年だよりなどの「配付物一覧表」等を

参考にご確認ください。 

 

＜ 教職員の異動のお知らせ＞ 
年度替わりに際して教職員の異動がありましたので、お伝えします。 

【転退職】 

｢校長｣  髙木 康之    退職         ｢教員｣  福島 由江  貝塚市立葛城小学校へ 

｢教員｣  海道 志保   退職            ｢教員｣ 林 美里加  泉佐野市立末広小学校へ 

｢教員｣ 徳村 賢司   黒鳥小学校へ         ｢教員｣ 前田 有里奈  国府小学校へ 

｢教員｣ 藤原 真紀   国府小学校へ     ｢養護助教諭｣ 松尾 絵美   青葉はつが野小学校へ 

｢教員｣ 木谷 美智子  緑ケ丘小学校へ    ｢給食技師｣ 林 大雄  退職 

｢ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｻﾎﾟｰﾀｰ｣ 柏木 光妃子 退職  ｢ALT｣ オーウェン・レン 和気小学校へ 

｢学習支援員｣ 福本 潤子  芦部小学校へ  ｢学習支援員｣ 玉置 友希  退職 

｢ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ｣ 岡田 祐子  任期終了   ｢ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ｣ 木下 修子   退職 

 ｢介助員｣ 松田 美智代  国府小学校へ    ｢調理員｣ 櫻井 善洋 横山小学校へ 

｢調理員｣ 瀧口 登  北池田小学校へ 

 

【転入】 
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【4月の当初の行事予定について】 
6日（水）･･･ 入学式準備 

7日（木）･･･ 令和４年度入学式 

8日（金）･･･ 令和４年度１学期始業式・着任式（8時２５分までに登校） 

１１日（月）･･･ ４５分×３時間授業（１１時４５分頃下校） ２測定(全学年) 

１2日（火）･･･ 対面式 2～６年給食開始 通常授業開始 

１３日（水）･･･ ５・６年内科健診（午後） 

１４日（木）･･･ 尿検査 

１５日（金）･･･ 尿検査 ５年聴力検査 

１８日（月）･･･ 新１年給食開始 ３年聴力検査 

１９日（火）･･･ ６年全国学力（国算理）学習状況調査 ２年聴力検査 

２０日（水）･･･ １年聴力検査 

２１日（木）･･･ ５・６年すくすくウォッチ １年心臓検診 

２２日（金）･･･ ３・４年内科健診（午後）カウンセリング 

２３日（土）･･･ 土曜参観・学級懇談 ※５月２日：代休 

２６日（火）･･･ １・４年耳鼻科検診 

２７日（水）･･･ １・２年内科健診（午後） 

２８日（木）･･･ 春の遠足 

 

お世話になった教職員異動者の挨拶（順不同、敬称略） 
 

【福島 由江】教員 

 ３年間お世話になりました。ニコニコ笑顔で心優しい子どもたち…そんな子どもたちと過ごせた日々はわたしに

とって素晴らしい良い思い出です。今後も子どもたちからたくさんの笑顔が見られるよう心より祈っております。あ

りがとうございました。 

【海道 志保】教員 

 伯太小学校で働いた一年間はとても充実していました。4月から新しい職場でチャレンジしています。皆さんも身

体を大切にして、頑張ってください。 

【林 美里加】教員 

伯太小学校で過ごした日々は宝物です。伯太小のみんなが大好きです！保護者のみなさま、長い間お世話になり 

ました。ありがとうございました。２年生のみなさん。いつまでもやさしくて、げん気あふれるみんなでいてくださ

いね。 

【徳村 賢司】教員 

伯太小学校で６年間を過ごしました。伯太小学校の子どもたちが元気いっぱいで先生は元気をもらっていました。

とても楽しかったです。４月から黒鳥小学校にいます。また、運動場で会いましょう！ （※ 裏面もご覧ください。） 

輝け和泉こはく学園 

伯太小だより 

新しい環境での活躍を心からお祈り申し上げます。 



【前田 有里奈】教員 

 伯太小学校で過ごした６年間は、私の宝物です。これからも優しく元気な伯太っ子でいてください。ありがとうご

ざいました。                             

【藤原 真紀】教員 

 伯太小学校で過ごした間に、たくさん楽しい思い出ができました。これからも、からだに気をつけて「元気いっぱ

い」でがんばってください。ありがとうございました！ 

【松尾 絵美】養護助教諭（保健室担当） 

1年間という短い期間でしたが、伯太小学校のみなさんと過ごせてとても幸せでした。伯太小学校のみんなが大好

きです！また会いましょうね。保護者の皆様、お世話になりました。ありがとうございました。 

【木谷 美智子】教員 

短い間でしたがありがとうございました。この度、緑ケ丘小学校に転勤することになりました。子どもたちのすこ

やかな成長をお祈りいたします。 

【林 大雄】給食技師 

短い間でしたが、お世話になりました。みなさんと少しずつ話をしたりして、打ち解けてきたところなのでとても

残念ですが、「給食おいしかったよ」の言葉がうれしくて毎日頑張ることができました。ありがとうございました。 

【柏木 光妃子】スクールソーシャルワーカーサポーター 

 ２年３か月、伯太小の子どもたちと学習しました。伯太小の子どもたちは明るくて、やさしくて、がんばり屋さん

で、大好きです。これからも自分たちの力をのばしていってくださいね。応援しています。「幸多かれ！」と願って

います。 

【福本 潤子】学習支援員 

 伯太小学校の皆さん、今までありがとうございました。元気いっぱいの子どもたちと過ごせたことは、とても幸せ

に思います。これからも元気にいてください。 

【玉置 友希】学習支援員 

人懐っこく、個性豊かな伯太小学校の子どもたちのおかげで、とても楽しい時間を過ごすことができました。短い

時間でしたが、ありがとうございました。これからも応援しています。 

【松田 美智代】介助員 

 3年間と短い期間でしたが、私自身、学ばせていただき、楽しかったこと、うれしかったこと、たくさんありまし

た。伯太小学校に感謝です。ありがとうございました。 

【櫻井 善弘】調理員 

 ２年間しか在籍できず、非常に残念です。伯太小学校の皆さんは、給食を残さずよく食べてくれました。食は元気

のみなもとです。これからもいっぱい食べて、元気いっぱい、いろんなことに挑戦してください。 

【瀧口 登】調理員 

伯太小学校の皆さん、毎日給食をたくさん食べてくれましたね。元気なあいさつ、笑顔が本当にうれしかったです。

短い間で間でしたが、ありがとうございました。 

【髙木 康之】校長  

１年という短い期間でしたが、伯太小学校の児童の皆さんと一緒に過ごせてとても幸せな時間を過ごすことがで

きました。ありがとうございました。保護者の皆さま・地域の皆様には、本校の教育活動のご支援とご協力を賜り、

感謝の気持ちでいっぱいです。今後の児童の皆さんのますますの活躍と伯太小学校の発展を心から願い、皆様方のご

健康、ご多幸、ご活躍を心より祈念しています。 

 

・８時から８時２０分の間に登校してください。 

・１学期の月曜日は、基本的に全学年４時間授業です。 

＜令和４年度の各担当＞ 
校長 加旗 登  

教頭 有馬 悟 

首席 辻 浩孝 （教務主担、小中一貫ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰなど） 

児童生徒支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田邉 最登士  

 1組 2組 3組  

1年 寺田 真紀子 冨永 恵水  

2年 城塚 友紀子 水口 明子  

3年 佐々木 繭子 西光寺 亮太 伊藤 沢子 

4年 北野 ほの実 口羽 秀昌  

5年 土屋 奈緒子 松尾 りえ 中川 英貴 

6年 門林 陽子 山本 星都 辻 昭孝 

ふたば1 村田 義彦 支援教育コーディネーター  

ふたば２ 淀谷 紀美  

ふたば３ 中尾 真梨子  

ふたば４ 吉本 有佳子  

ふたば５ 橋本 豊代 

ふたば６ 髙橋 裕子 

養護教諭 藤山 早希           （保健室担当） 

音楽 藤永 英津子 （音楽3～6年） 

少人数指導 山下 光  

外国語指導 松尾 りえ  

家庭科 近藤 和泉 （家庭科5年） 

学校事務 金城 潤 （事務全般） 

介助員 坂本 祥子 佐々本 圭子 山本 美智代  

用務員 太田 英治 黒田 清志   

給食調理員 河田 康浩 和田 由美 戸谷 泰代 張野 彩 

ALT (1学期) ブライアン・バトラー ニコラ・クレアリー 

学校図書館司書 黒川 靖子 

５年家庭科 近藤 和泉 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｻﾎﾟｰﾀｰ 出原 日出子 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 高橋 健一郎 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 西 朋子 

校門受付員 山本 常夫 
村山  弘 

小山 悳也 
 

上田 忠 

警備 前田 孝一 益園 光雄  

      なお、花蜜 幸大は、育児休業をいただきます。森山 浩二郎は、タイ王国バンコク日本人 

学校に派遣されます。 

 

メール登録をお願いします。 

今後の急な予定変更等につきまして、メールにてお知らせすることが多くなります。まだ登録がお済

みでなかったり、メールアドレスの変更があったりする方は、登録用紙をお渡ししますので担任までお

申し出ください。 

 


