
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆４月の生活目標☆ 

新
あたら

しい学年
がくねん

・クラスの友
とも

だちと 仲
なか

よくしよう 

日 曜 ４月行事予定 日 曜 ４月行事予定 

１ 日  16 月 安全点検、二計測(６年) PTA選出(５年) 

２ 月  17 火 
全国学力学習状況調査（６年）、給食開始(１年)
二計測(５年)・内科健診（５年） PTA 選出(４年) 

３ 火 入学式準備 18 水 
対面式(２時間目)、二計測(４年) 
PTA選出(３年) 

４ 水 
ＰＴＡ実行委員会 

19 木 
二計測(３年)、内科健診（６年）、なかよし号
PTA選出(２年) 

５ 木 入学式 20 金 二計測(２年) 、内科健診(４年) 

６ 金  21 土  

７ 土  22 日  

８ 日  23 月 二計測(１年)、内科健診(３年)、総会冊子綴じ 

９ 月 
始業式 各種調査票配付(保健・ＰＴＡ等)                 

登校指導 
24 火 二計測(予備)、内科健診(１年) 

10 火 給食開始                25 水 心臓１次検診(１年)、児童委員会 

11 水  26 木 検尿、内科健診（２年） 

12 木 
ＰＴＡ各種委員選出用紙等提出締切
PTA 免除者確認作業 

27 金 
学習参観 
ＰＴＡ総会・第１回ＰＴＡ各種委員会 

13 金 PTA委員選出(６年) 28 土  

14 土  29 日 昭和の日 

15 日  30 月 振替休業 

 

☆５月～６月の主な予定☆  

家庭訪問：1 日ﾚｯｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ,ｼｬﾙﾏﾝﾌｼﾞ,紅葉ヶ丘,今木,東大路、2 日大町,小松里、7 日池尻、8 日西大路 

遠足(１～５年生)：11 日 （18 日予備日）     

修学旅行(６年生)：６月１日(金)～２日(土) 

やぎっ子通信 
学校教育目標「生き生きした心豊かな子どもを育てる」 

平成３０年  ４月号 

岸和田市立八木小学校 

℡：４４５－００４９ 

花壇のチューリップや校庭の桜も、今年は早くから満開をむかえ、春爛漫の美しい季節となりました。

入学式に先立って３日(火)には、６年生がリーダーとしての初仕事、入学式準備を一生懸命がんばりました。

最高学年として、積極的にパワフルに様々な仕事に取り組む姿に頼もしさを感じました。５日(木)の入学式

では、９２名のかわいい１年生を本校に迎えました。うららかな春の陽差しのもと、入学の喜びに満ちた

表情のなか、ちょっぴり照れている様子もうかがえましたが、２年生が、歓迎セレモニーで元気いっぱい

の歌声や優しい言葉を贈ってくれたので、自然と笑顔になり緊張も解けたようです。２年生は、新１年生

を迎え、お兄さんお姉さんになった嬉しさが感じられ、1年間の成長ぶりも見受けられました。 

 本日より２～６年生も新たな仲間や担任とともにスタートを切りました。子どもたちのすこやかな成長

を願って、本年度も教職員一同努力してまいりますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。            



  

《教職員異動のお知らせ》 

転 出 等 転 入 等 

片山 繁一 校長先生 大阪府教育庁へ 西 泰亨 校長先生 岬町立深日小学校より 

栩野 奈美 先生 阪南市尾崎小学校へ 平松 範子 先生 山直北小学校より 

小西 将太 先生 春木小学校へ 中村 遥 先生 朝陽小学校より 

源  真純 先生 山直北小学校へ 片寄 智之 先生 新規採用 

神﨑 清 先生 大宮小学校へ 前田 将 先生 中央小学校より 

吉田 絢音 先生 中央小学校へ   

安江 能規 先生 他府県へ   

竹本 信幸 先生 退職   

  

 

 

      

《教職員の紹介》     

校 長 西 泰亨 教 頭 関本 安紀子 首 席（家庭） 横田 侑 

１年１組 金田 千晴 ４年１組 川田 亜紀 たんぽぽ１ 岩佐 真実 

１年２組 手島 稚早 ４年２組 片寄 智之 たんぽぽ２ 杉原 俊弘 

１年３組 久禮 麻祐子 ５年１組 青淵 徹 たんぽぽ３ 佐伯 紗幸 

２年１組 小林 直生 ５年２組 中村 遥 たんぽぽ４  沖本 扶佐子 

２年２組 本間 智大 ５年３組 羽場 真理子 少人数（3,4 年） 渡邊 雅之 

２年３組 中野 京子 ６年１組 河越 久栄 授業改善 棗田 啓一 

３年１組 前田 紘奈 ６年２組 平田 佑 養護教諭(保健) 藤原 香子 

３年２組 藤原 麻美 ６年３組 平松 弘孝 栄養教諭(給食) 土田 敏子 

主 査(事務) 戸石 佐千子 音 楽(3～6年)  平松 範子 教育支援員 岸田 典代 

副主査(事務) 増田 浩子 書写・学習(3,4 年) 赤阪 万里子 図書ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 齊藤 久美子 

校務員 前田 将     

在籍者数（４月９日現在）合計５４７名 

 

１年: ９２名  ２年: ８３名  ３年: ７９名 

４年: ８７名  ５年:９９名  ６年: １０７名 

健康診断 

４月から６月にかけて、二計測（身長 体重）

聴力 視力 耳鼻科 眼科 歯科 内科 心臓健

診などの健康診断を行います。子どもの身体の様

子や発育の状態を知るために行うものです。健診

や検査の結果は、終了後お知らせします。 

 

 

 

牛乳パック回収にご協力を  

今年度も牛乳パックを回収します。回収された

牛乳パック３０枚でトイレットペーパー1 個に交

換され、有効に活用させて頂いております。牛乳

パックを洗って開いてから、乾かして 10 枚ずつ

束にして持ってきて頂くとありがたいです。 

   学校行事・時程・校舎配置図 

今年度より、６年生の修学旅行が１学期(６月)、

運動会が２学期(10 月)に実施します。裏面に、

学校行事予定、時程表、校舎配置図を印刷してい

ますのでご覧ください。 

      名札について 

新年度になり、名札を PTA より戴きました。 

学年で名札カバーの色が違います。 

１年生：黄  ２年生：オレンジ ３年生：赤  

４年生：青  ５年生：緑    ６年生：白 

※名札は１つ８０円で、学校で購入できます。 

 
 

学校の電話番号のお知らせ 
お子様の体調が悪くなった場合等は、下記の電話

番号から、連絡しますので、ご確認お願い致します。 
072-445-0049 【発・着信兼用】 

070-6800-0675【発信専用】 

070-6800-0676【発信専用】 

 

 


