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    ４年目の春 平成３０年度のスタート！ 

希望と期待に満ちあふれた４月がやってきました。今年度の陽光台小学校は，新たに８名の

先生方をお迎えするとともに，富士見ヶ丘小学校との分離により，児童数は７６４名のスター

トとなりました。 

お子さまのご進級おめでとうございます。子供たちの新たな 

夢や希望がかなえられますよう，教職員一丸となり，本校の教 

育を推進してまいります。ご理解，ご協力をよろしくお願いい 

たします。 

 ◇１年間よろしくお願いいたします（教職員紹介）  

１年 

 

 

 

 

１組 柳沢 玲子  校 長 赤木 洋子  

２組 落合 早織  副校長 中村 正行  

３組 相澤 真由美  教 頭 小林  力  

４組 海老原 初美  教務主任 佐藤 志津子  

５組 菜花 輝江  新採指導教員 大藤 修一  

 ２年
  

 

 

１組 浅野 利喜江 養護教諭 吉丸 暁子  

２組     板倉 美紀 事務係長  宮武 秀至  

３組     佐々木 紀洋 たいよう学級１組 亀山 佳子  

４組     佐手 希望 たいよう学級２組 栗﨑 陽子  

 ３年 

 

 

 

１組 中嶌 治子  ひかり学級 遠藤 睦子  

２組     鶴岡 光弘 副担任  關根 よう子  

３組 落合 謙治 少人数指導教員 徳田 和子  

４組 渡部 尚美  

 

石濱 裕子  

 ４年
  
 

 

１組 尾﨑 朝子 豊島 幸子  

２組 坂本 和歌子 特別支援教育支援員 渡邉 孝江  

３組 鈴木 克幸  

 

八木 謙介  

４組 松葉 猛 薄井 貴子  

 ５年
  
 

 

１組 江草 道弘  益子 秀一  

２組 矢田 茉莉  赤沼   勇  

３組 石川 清香  用  務 飯島 一與志  

４組 遠藤 伸哉  北泉  富子  

 ６年 

 

 

１組 小島 崇文 学校司書 稲葉 仁子  

２組     柴崎 裕子 市ＴＴ非常勤講師  鳴澤 純佳  

３組 宮内 一樹  中山  京子  

 

  
 

 

 

育休中 

 

 

 

仲田 祐美子  ＡＬＴ ケイン・シャー  

関口 友理恵      給食準備員  

 

長塚 眞紀  

前野 佳苗 宇野 友美  

阪口  由貴子  初任者後補充 塚本 都世子  

休職中 海老原 利枝      中山  京子  



◇『あいさつ，時間を守る，そうじ』 

              平成３０年度のスタートにあたり，始業式で校長先生から子供

たちに，陽光台小学校を素敵な学校にするため，次のようなこと

を意識・実行してほしいという話がありました。（抜粋） 

              １つめは，あいさつです。「あいさつは魔法の言葉」と言われ

ます。爽やかで元気なあいさつをされて嫌な気持ちになる人はい

ません。「あかるく」「いつも」「さきに」「つづける」という

「あいさつ」のコツを忘れず，今日から実行しましょう。 

２つめは，「時間を守る」ことです。時間を守るということは相手に迷惑をかけない，相手

の気持ちを考える，ということにつながります。時間を守ることを意識してください。 

 ３つめは，「一生懸命掃除をする」ことです。一人がゴミを一つ拾えば７６４個のゴミが拾

えます。掃除をすることは，自分の心を磨くことになります。学校も心も磨いていきましょう。 

 この３つを意識して，今日から一緒にがんばっていきましょう。 

また，先生たちは，児童の皆さんが自分の良さをどんどん出し，友達の素晴らしさもいっぱ

い見つけ，一人一人が自分らしく明るく楽しい学校生活 が送れるよう一生懸命応援します。 

◇第４回入学式 
陽光台小学校４年目の春が訪れました。 

 今年度の新入生は１５５名の５学級です。元気いっぱい 

のピカピカの１年生。早く学校生活に慣れてほしいと思っ 

ています。                 

４月行事予定 

１ 日  16 月 
1年給食開始  

視力検査（3年以上  ～27日） 

２ 月  17 火 
全国学力学習状況調査（6年） 

身体測定 2年 交通安全教室(4･5･6) 

３ 火  18 水 身体測定 1年 

４ 水  19 木 振替休業日 

５ 木  20 金 避難訓練 

６ 金 新任式，始業式 21 土  

７ 土  22 日  

８ 日  23 月 交通安全教室（1･2･3） 

９ 月 入学式，午前日課 24 火 家庭訪問 1日目 

10 火 給食開始（２年以上） 25 水 家庭訪問 2日目 

11 水 通学班会議 26 木 家庭訪問 3日目 

12 木 身体測定 5･6年 27 金 特別日課（市教研総会） 

13 金 委員会 身体測定 4年 28 土  

14 土 授業参観 ＰＴＡ総会 歓送迎会 29 日 昭和の日 

15 日  30 月 振替休日 

 


