
今年度も、取組や予定を学校
だよりや学年・学級だより、ホー
ムページでよりくわしく、緊急
情報をすぐメールでより早く、
お伝えします。ご活用ください。 

ホームページは 

  学校だより ４月号－1   

       
                            平成30(2018)年４月９日 

 

西っ子の確かな成長をめざして   

     

校長 長井 佐智夫 
 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。修了式からたった 2 週間しか経っ

ていませんが、その顔にはおにいさんおねえさんらしさが漂っています。「今日から

頑張るぞ！」というこの尊い前向きな気持ちが一年間保ち続けられるよう、9 名の新

たな教職員が加わった私たち教職員４０名は、全力を傾ける所存でおります。 

昨年度に創立 20 周年を終え、二見西小は次のステージへ新たな一歩を踏み出しま

した。先輩たちがゼロから創り積み上げられてきた良き伝統を継承しつつ、見直しや

改善にも取り組みながら、学校と家庭、地域の強い信頼関係のもと、〝西っ子の確か

な成長〟に努めてまいります。これからの一年間、ご支援ご協力をよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

◆ 学級数は、特別支援学級３学級、
１年４学級、２～６年各３学級の 
計２２学級です。 

◆ 児童数は、昨年度から微増し、 

５９２人です。 
内訳は、 

・すみれ学級    3 人 
・たんぽぽ学級  5 人 
・ひまわり学級  4 人 
・１年 96 人  ・２年  89 人 
・３年 104 人  ・４年  99 人 
・５年 95 人  ・６年  97 人 

 

子どもたちが毎朝気持ちよく学校生活をス
タートさせるためには、規則正しい生活リズム
の定着が欠かせません。 

早めに起床し、しっかり朝ごはんを食べ、自
分の足で登校し（８時００分～１５分）、余裕
をもって学習準備をし、８時３０分からの朝学
習に臨んでほしいと思います。 

 

早 ね 早 お き ん は ご 朝 

二見西小  検索  

より早く 

よりくわしく 

ご 確 認 く だ さ い 

新年度を迎え、昨年度から変更した点が
あります。 

○水曜６校時の新設（３～６年） 
学校だより３月号でお知らせしています。  

○校時表  
１校時を８時 50 分から始めることにとも

ない、5 分ずつずれていきます。登校時刻、下
校時刻は変わりません。詳しくは、16 日発行
の学校だよりに掲載します。  

 ○教室配置 
裏面に教室配置図を掲載しています。学級  

数や空き教室の関係で、学年の位置が変わ  
っています。 



   

 

              

 

校 長  長井  佐智夫      教 頭  藤井 生也 

      さかがみ    ひろき                              なかはら    よしえ               さとう    くにただ              

すみれ  坂上  弘樹  たんぽぽ  中原 好重  ひまわり  佐藤 邦匡 

  ほんじょ    しほ    うおい    あさみ     

１－１  本所 志帆  １－２  魚井 麻未     

  たけなか   ひろこ    さくらい   ちひろ     

１－３  竹中 寛子  １－４  櫻井 千紘     

  はらだ      さやか    てらにし   たつや    きたしば   やすのぶ 

２－１  原田 彩香  ２－２  寺西 達也  ２－３  北芝 靖正 

  まつもと   けんすけ    いまい     さちこ    よしかわ   ゆきこ 

３－１  松本 健佑  ３－２  今井 佐知子  ３－３  吉川 由希子 

 ひがし      ひでよ    まつばら   だいき    きしはら    かや 

４－１  東  秀代  ４－２  松原 大樹  ４－３  岸原 可弥 

  やぎ       ともや    まとの    かな    てしま      てつや 

５－１  八木 智也  ５－２  眞野 佳奈  ５－３  手島 徹也 

  わかお    よしひさ    たかまつ   まなみ    ふじわら   なおみ 

６－１  若生 佳久  ６－２  髙松 愛実  ６－３  藤原 直美 

  きたがわ   まゆこ    かどくら   なおこ     

音楽専科  北川 麻由子  図工専科  角倉 直子     

  ふくじゅ   かずひと    みぞはた   たつや     

児童支援  福壽 計仁  初任研  溝端 達也     

  きたがわ   たかひろ    はらだ    しんご    ゆあさ      しのぶ 

新 学 習  北川 駿広  新 学 習  原田 真吾  主 幹 教 諭 マ ネ ジ メ ン ト   湯浅  忍 

  みやた    まりこ    のぶちか   あきこ     

養護教諭  宮田 万里湖  栄養教諭  信近 安希子     

  さとう    けいこ         

学校主幹  佐藤 桂子         

  くらた    てるみ    ながしま   しげお     

用 務 員  蔵田 輝美  用 務 員  永島 繁男     

  おおかわ   あつこ    たなか    りえこ     

特別支援教育指導員   大川 敦子  特別支援教育指導員   田中 理恵子     

  みなみむら   ゆき    あきた       みえ     

介 助 員  南村  由紀  介 助 員  秋田  美枝     

 

平成 30 年度 二見西小学校職員です 

ながい     さちお    ふじい    いくや  


