
     一人ひとりの子どもの可能性を最大限に伸ばす教育   【４月号】 

                           笑顔あふれる郷荘学園 

                           －和泉市立芦部小学校－  

                                   ＴＥＬ：４１－００９７ 

校長  金谷 一基 

 

 
【令和 4年度 新学期が始まりました】  

出会いの４月。校庭の桜の花も美しく咲き、また新たな季節が巡ってきました。４

月７日（木）の入学式では、元気いっぱいの新入生７９名を迎え、全児童数５９９名

で芦部小学校の令和４年度がスタートしました。また、４月８日（金）には、令和４

年度１学期始業式を行いました。新年度を迎えて子どもたちは決意も新たに臨んだこ

とでしょう。 

 改めまして、お子さまのご入学、ご進級おめでとうございます。素直で明るく元気

な子どもたちや意欲満々の教職員、様々な面で労を惜しまず協力してくださる地域の

方々に恵まれて学校運営ができる喜びを感じております。子どもたちの思いを受け止

め、一人ひとりを大切にした教育活動を展開してまいります。教職員の力を結集し、

保護者の皆さんと同じ方向をむきながら、また、地域の皆さんのお力もお借りしなが

ら、前向きな学校運営に取り組んでまいります。ご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。    

さて、２年以上にわたる新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を受け、「手洗い」

「マスク着用」「手指消毒」「朝の検温」「ソーシャルディスタンス」等といった新

しい生活様式が私たちの生活のなかで定着してきました。そうしたなかでも、正しい

情報に基づく冷静な行動で、すべての子どもたちが自己実現を果たしながら活躍でき

るよう、家庭や地域と学校が手を携えて、同じ方向性をもって指導に当たることで、

学校教育目標「一人ひとりの子どもの可能性を最大限に伸ばす教育」・めざす子ども

像「人の話に耳を傾け、考えを広げ、深められる子」の実現ができると考えています。

よろしくお願いいたします。 

 

【着任のごあいさつ】 

 このたびの異動で、和泉市立鶴山台南小学校からまいりました、金谷 一基（かな

たに かずき）です。校長としては「1年生」のうえ、初めての校区で何かと戸惑う

ことがあるかと思いますが、保護者の皆さんや地域の皆さんに支えていただき、伝統

ある芦部小学校の令和４年度を一緒に築いていきたいと思います。 

本校教育活動にご理解いただき、今までと変わらぬご支援を 

いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 



☆令和４(２０２２)年度 教職員の紹介   よろしくお願いいたします 

 

校長 金谷一基 教頭 小西邦和 教務 瀬口裕巳 

１年１組 紺谷拓郎 ひまわり１ 田仲晴美 調理員 藤原 仁 

１年２組 山田敦子 ひまわり２ 樋川繭美 調理員 山本政代 

１年３組 梅川育子 ひまわり３ 野村知行 調理員 黒田智恵子 

２年１組 井上祥実 ひまわり４ 冨尾維久子 調理員 多田淳子 

２年２組 岩尾 恵 ひまわり５ 阪本伊作 調理員 泉池牧子 

２年３組 山本実果 ひまわり６ 福本潤子 介助員 宮尾あかね 

３年１組 宇野拓治 音楽3～6年 梶原夏海 介助員 齊藤美保 

３年２組 油野 毅 家庭5・6年 神谷昌美 介助員 辻上和美 

３年３組 松村美津子 理科5・6年 地福 適 用務員 豊田耕治 

４年１組 竹岡将士 英語5・6年 西川洋美 用務員 小島純一郎 

４年２組 髙田裕美 書写・図書3・4年 中本あゆみ ＡＬＴ ﾆｺﾗ･ｸﾚｱﾘｰ 

４年３組 石橋 諒 通級指導教室 小物信子 ＡＬＴ ｵｰｳｪﾝ･ﾚﾝ 

５年１組 上村 凌 食育・給食 増田有香 ＡＬＴ ｴﾛｲｰｽﾞ･ﾏﾝ 

５年２組 落水直美 保健 宮岡尚子 スクールカウンセラー 吉田俊治 

５年３組 大津卓也 事務 辻本 芳 （育休者） 山上知佳 

５年４組 原田かおる 事務 杉本智子 （育休者） 出上麻衣子 

６年１組 辻川裕規 学校看護師 藤原美玖 （育休者） 岩﨑 生 

６年２組 藤森弓恵 学校看護師 福井伊左子 （育休者） 杉山友一 

６年３組 吉原久貴 図書館司書 藤本直栄 （産休者） 井田春華 

 

☆教職員の異動のお知らせ 

【転出】 ありがとうございました       【転入】 よろしくお願いいたします 

 

松崎 清（校長） 
宮川佑希 
伊藤康子（保） 
塔筋勇太 
市井裕二（事） 
米森真由美（保） 
和田由美（調） 
古田江美子（調） 
浅川恵子（介） 
坂本祥子（介） 
松本祐典 

南横山小 
信太小 
信太小 
横山小 
南横山小 
泉大津市立旭小 
伯太小 
国府小 
北池田小 
伯太小 
退職 

金谷一基（校長） 
藤森弓恵 
油野 毅 
宮岡尚子（保） 
冨尾維久子 
野村知行 
梅川育子 
福本潤子 
辻本 芳（事） 
杉本智子（事） 
山本政代（調） 
泉池牧子（調） 
齊藤美保（介） 
辻上和美（介） 
藤原美玖（看） 
福井伊左子（看） 

鶴山台南小 
いぶき野小 
和気小 
横山小 
緑ケ丘小 
郷荘中 
堺市立新檜尾台小 
伯太小 
泉佐野市立中央小 
北池田小 
横山小 
信太中 
国府小 
石尾中 
 



★原則毎月１１日は「いずみあいさつの日」です。 

★下校時刻は、通常下校（4時間…13:25、5時間…14:50、6時間…15:45）です。 

★保健だより＆学年だより＆給食だより等もご確認ください。 

★急な行事変更等はメール配信システムにてお知らせします。 

 

【４月の行事予定】 

 

 

日 曜 学校・ＰＴＡ・地域関係行事 下校時刻

7 木 入学式

8 金
始業式・着任式、ＰＴＡ交通安全指導

１年生下校指導（～１５日）

1年（１０：４０）

2～6年（１１：４５）

9 土

10 日

11 月 ＰＴＡ交通安全指導、いずみあいさつの日
1年（１０：４０）

2～6年（１１：４５）

12 火
対面式、給食・清掃開始(２～６年)、

二測定(３・６年)

1年（１１：４０）

2～6年（１５：４５）

13 水 二測定(２・４年)
1年（１１：４０）

2～6年（１４：５０）

14 木 二測定(５年)

1年（１１：４０）

2年（１４：５０）

3～6年（１５：４５）

15 金

検尿(一次)

第１回ＰＴＡ学年委員会１０：００

ＰＴＡ新旧運営委員会(学年委員以外)１９：００

1年（１１：４０）

2年（１４：５０）

3～6年（１５：４５）

16 土
17 日

18 月 検尿(一次予備)、給食開始(１年)、委員会
1～4年（１３：２５）

5・6年（１４：５０）

19 火
全国学力・学習状況調査（６年）、

二測定(１年)、ＰＴＡ紙面総会(～22日)

1年（１４：５０）

2～6年（１５：４５）

20 水 聴力（２年） 全校（１４：５０）

21 木
小学生すくすくウオッチ（５・６年）

内科検診（１・３・４年）

1・2年（１４：５０）

3～6年（１５：４５）

22 金 聴力（５年）
1・2年（１４：５０）

3～6年（１５：４５）

23 土

24 日 日曜参観 全校（１２：１０）

25 月 聴力（１年）
1～3年（１３：２５）

4～6年（１４：５０）

26 火
５時間授業（全学年）

聴力（３年）

全校（１４：５０）

※校内職員研修のため

27 水 全校（１４：５０）

28 木
内科検診（２・５・６年）

ＰＴＡオール委員会１９：００

1・2年（１４：５０）

3～6年（１５：４５）

29 金 昭和の日
30 土



【通級指導教室について】 

 本年度、芦部小学校内に通級指導教室が設置されました。通級指導教室とは、対人関

係や学習面の課題（学習場面でできること、できないことに極端な差があるなど）、き

こえやことば、会話などについての心配があるお子さまの相談・指導機関です。通級す

る必要があるかどうかを面談にて決定し、“人と話すことが楽しい”という気持ちを大

切にして、楽しい雰囲気の中で緊張感を取り除きながら指導を行います。通級指導開始

の手続きや指導内容などについての詳しい内容は、本日（4/8）配布の「通級指導教室 ご

案内」をご覧ください。 

 

【生活懇談会について】              

 ５月１０日（火）から１２日（木）までの３日間（予備日１３日（金））にわたり、

例年行っている家庭訪問に替えて新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のうえ、『生

活懇談会』を行います。お忙しいと思いますが、ご理解ご協力をお願いいたします。生

活懇談会は、お子さまのことについてご家庭と担任が共有することで、その後の指導を

効果的なものにするために実施します。詳しくは、後日配布するお知らせでご確認くだ

さい。 

 

【新型コロナウイルスの感染症拡大防止対策】 

〇子どもたちと相談し様々な工夫を行いながら、子どもたちが活躍できる場面をつくり

出していきたいと考えています。今後ともご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

〇日々、状況が変化しているため、今後の行事予定等につきましては、感染リスク回

避のため、内容の変更や中止、延期などの可能性があります。学校から保護者の皆

様への急な連絡は、配信メールでお伝えいたします。 

 

〇今年度のＰＴＡ総会につきましては、昨年同様の「紙面総会」といたします。詳し

くは後日配布のプリントでお知らせいたします。 

 

最後に・・・芦部小学校ホームページと芦部小学校ブログのお気に入り登録を 

よろしくお願いします。 

 

芦部小学校ホームページ       芦部小学校ブログ 

 

 

              


