
                             

 

 

 

 

 

 

  

☆ ご入学・ご進級おめでとうございます              校長 藤原 貞道 

６２名の新入生を迎え、４月７日(木)入学式を行いました。開式に先

立ち新２年生と児童会役員がこの日のために作成したビデオメッセー

ジで新入生を歓迎しました。１年生にとって、心が温まるメッセージで

した。 

入学式では、1年生に次の三つのことをお話しました。 

 

「元気にあいさつをしましょう」 

  ＊お家の人にはもちろん、先生や友だち、地域の方などに「おはようございます」 

「こんにちは」「さようなら」「ありがとう」など、明るく元気にあいさつを 

してください。挨拶をするとお互いにとても気持ちがよくなります。 

「お話をしっかり聞きましょう」 

＊よくお話を聞ける人はよく考えることができるようになります。お話する先生 

や友達の顔を見て、最後までしっかり聞いてください。 

「早寝早起きをしましょう」 

＊しっかりと眠って、朝早く起きると気持ちがいいものです。朝ごはんを食べて、 

元気に学校に来てください。 

 

 そして、今日４月８日（金）は始業式でした。全校児童５０５名、２２学級で光明台北

小学校の教育活動が始まりました。 

光明台北小学校の教育目標は、「自ら学び つながり合い ともに育つ子」です。そし

て、みんなでよりよい学校にしていくための合言葉は下記のとおりです。職員一同、子ど

もたちの育成に力を合わせて取り組んで参ります。保護者、地域の皆様には、ご理解とご

協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

光北だより 

 

光北小だより 

学校教育目標   『自ら学び つながり合い ともに育つ子』 

児童数配布 

光 光りかがやく子どもたち 

明 明るく楽しく笑顔あふれる 

台 みんな大好きつながり合う学校 

北 いつもいきたい みんなの光明台北小学校 
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☆新体制でのスタート 

８名の職員が光明台北小学校に着任しました。新しい担当と氏名をお知らせ致します。 

 

 

〇令和４年度　光明台北小学校　教職員の紹介

校長 藤原　貞道 教頭 鮫島　秀己 首席 菅野　昌人

１年１組 藤髙　怜菜 ひまわり１ 中川　光世子 事務（副主査） 川西　篤

１年２組 橋本　圭子 ひまわり２ 味谷　千代 学校図書館司書 山本　由実子

２年１組 竹下　さおり ひまわり３ 坂上　伸葉 ALT ローランド

２年２組 平野　まりあ ひまわり４ 畑谷　愛 ALT タニャ

２年３組 中田　明奈 ひまわり５ 武内　香 介助員 小林　文子

３年１組 河田　佳奈 ひまわり６ 和江　将弥 介助員 井口　玲理

３年２組 𡧃野　真実 5,6年少人数算数 春藤　純子 看護師 浜崎　恵実

４年１組 中尾　誠也 3,4,5,6年外国語 大前　有加 看護師 石井　綾子

４年２組 岡本　和佳奈 (2),3,4,5,6年音楽 太田　幸佑 用務員 後潟　哲也

４年３組 坂本　晴美 5,6年家庭科1年学習補助 墨　美幸 調理員 谷　政美

５年１組 𠮷野　哲史 4年算数補助､2年図書 藤原　裕子 調理員 久保　秋美

５年２組 岡本　深志 養護教諭 藤原　佑衣 調理員 和田　真紀

５年３組 塩野　優子 栄養教諭 平井　栄子 調理員 田中　真由美

６年１組 西芝　芹奈

６年２組 山下　卓也 復職　 岡本　和佳奈・中川　光世子

６年３組 佐本　隆章 休職　 武山　恵子・木岡　千翔

〇教職員の異動

川口　純子先生 鶴山台南小学校へ 鮫島　秀己先生 光明台南小学校より

植田　匡先生 北松尾小学校へ 平井　栄子先生 槇尾中学校より

亀山　紀子先生 槇尾中学校へ 和江　将弥先生 越知町立越知小学校より

原田　里美先生 北松尾小学校へ 後潟　哲也用務員 富秋中学校より

角野　美子先生 ご退職 久保　秋美調理員 いぶき野小学校より

中道　満佐子先生 光明台南小学校へ 田中　真由美調理員 光明台南小学校より

辻垣内　隆司先生 ご退職 井口　玲理介助員 青葉はつが野小学校より

禰占　祐希先生 幸小学校へ 石井　綾子学校看護師 新規

中田　亜紀子先生 北池田小学校へ

池邊　和彦用務員 ご退職

野崎　孝則調理員 いぶき野小学校へ

澤田　陽美調理員 緑ケ丘小学校へ

大西　淳子調理員 国府小学校へ

辻本　久子介助員 青葉はつが野小学校へ

溝口　晴子介助員 南松尾はつが野学園へ

明全　杏子学校看護師 光明台中学校へ

【転退職】 【転入】
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため行事が中止や延期または変更となる場合があり

ます。 

※また、下校予定時刻が変更となる場合もあります。 

【令和4年　4月】下校予定時刻

日 曜日 1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

8 金 10:30 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35

9 土

10 日

11 月 10:30 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35

12 火 11:35 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45

13 水 11:35 14:45 15:45 15:45 15:45 15:45

14 木 11:35 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45

15 金 11:35 14:45 15:35 15:35 15:35 15:35

16 土

17 日

18 月 13:40 13:40 13:40 14:40 15:45 15:45

19 火 14:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45

20 水 14:45 14:45 15:45 15:45 15:45 15:45

21 木 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40

22 金 14:45 14:45 15:35 15:35 15:35 15:35

23 土 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20

24 日

25 月

26 火 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00

27 水 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00

28 木 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00

29 金

30 土

5，6年すくすくウォッチ　5時間授業

聴力（3年）　検尿1次

聴力（5年）

授業参観　懇談会　第1回PTA委員会

家庭訪問（希望制）短縮4時間授業

6年算数オリエンテーリング　心臓検診1次

昭和の日

参観代休

家庭訪問（希望制）短縮4時間授業

6年算数オリエンテーリング

家庭訪問（希望制）短縮4時間授業

6年算数オリエンテーリング

主な学校行事

始業式

聴力（2年）　検尿1次

2～6年給食開始

委員会　1年給食開始　二測定（4～6年）

学級委員任命

6年全国学力・学習状況調査　聴力（1年）

二測定（1～3年）

PTA本部役員会
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〇５月の主な行事予定 

・２日（月）  家庭訪問予備日、諸費振替日（4･5月の 2ヶ月分） 

・３日（火）  憲法記念日 

  ・４日（水）  みどりの日 

  ・５日（木）  こどもの日 

  ・１１日（水） あいさつ運動、遠足１・２年 

・１２日（木） 遠足３年 

・１３日（金） パワーアップタイム（２～６年） 

・２０日（金） パワーアップタイム（２～６年） 

・２４日（火） 社会見学（４年） 

・２７日（金） パワーアップタイム（２～６年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お気をつけください！！ 

 学校だよりや学年・学級だより等は、学校とご家庭との連携を密

にするためのものです。個人情報保護の観点から、各たより等に掲

載されている個人情報や学校行事等で得られた情報や写真等をＳ

ＮＳ（スマートフォンやパソコン等を使って、ブログやライン、ユ

ーチューブ、フェイスブック等）に掲載することは、おやめくださ

い。 
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