
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の人事異動は次の通りです。 

岸和田市立東葛城小学校 

平成２６年４月９日発行 

４月号  

PTA・幼稚園行事

1 火 着任式　入学式準備　

2 水

3 木

4 金 入学式　

5 土

6 日

7 月 中学校入学式

8 火 始業式　着任式 入園式　進級式

9 水 離任式

10 木 対面式　給食開始　蟯虫卵検査１日目 蟯虫卵検査１日目

11 金 蟯虫卵検査２日目 蟯虫卵検査２日目

12 土

13 日

14 月 児童朝礼　　委員会
年長児弁当開始
ぴよちゃんひろば

15 火 登校指導　三計測（１～３年）　

16 水 三計測（４～６年）

17 木 自動車文庫　 ＰＴＡ拡大委員会

18 金 視力・聴力検査（１・２年）

19 土

20 日

21 月
児童集会　クラブ   １年生給食開始
視力・聴力検査（３・４年）

年少児弁当開始
バス通降園指導

22 火 全国学力調査　

23 水 視力・聴力検査（５・６年）下校指導

24 木 内科健診（１３：１５～）　教育委員訪問 内科健診

25 金 授業参観　ＰＴＡ総会 保育参観PTA総会

26 土

27 日

28 月 児童朝礼　　委員会 校区めぐり（河合町）

29 火 昭和の日 ぴよちゃんひろば

30 水

H26年　　　４月行事予定

新年度がスタートしました。 

４月４日(金)の入学式で 

９名の１年生を迎え、 

全児童数６２名になりました。 

学校教育目標 

自ら考え、実践する 

子どもを育てる 

めざす子ども像 

◎ 考える子 

◎ 思いやる子 

◎ 元気な子 

上記の目標に向けて、学校全体で子

どもたちを指導していきます。保護者

の皆様、地域の皆様、今まで同様ご支

援ご協力よろしくお願いします。 

 

４月２5日(金) 授業参観・懇談会・PTA総会 

６月３日(火) 授業参観・懇談会 

６月５日(木) 遠足 

７月１6日(水) 期末懇談会 

７月 22(火)23(水) 臨海学舎（５年生） 

１０月１９日(日) 運動会 

１１月７(金)８(土) 修学旅行（６年生） 

１１月 16日(日) 音読会・校内作品展 

１２月１９日(金) 期末懇談会 

１月２7日(火) 授業参観（低学年） 

２月５日(木) 授業参観（高学年） 

今年度の授業参観・懇談会等の予定 

平成２６年度

朝の会 ８：３０ ～ ８：４０

１時間目 ８：４０ ～ ９：２５

２時間目 ９：３５ ～ １０：２０

　業　間　 １０：２０ ～ １０：４０

３時間目 １０：４０ ～ １１：２５

４時間目 １１：３５ ～ １２：２０

　給　食　 １２：２０ ～ １：００

　休　憩　 １：００ ～ １：１０

　清　掃　 １：１０ ～ １：２５

５時間目 １：３０ ～ ２：１５

水５時間 １：１５ ～ ２：００

6時間目 ２：２５ ～ ３：１０

　終わりの会 ３：１０ ～ ３：２０

日　課　表

平成２６年度 職員名簿

役　職 氏　名

校　長 足立　節男

教　頭 森　　　基

１年担任 岸上　利春

２年担任 奥田　　亘

３年担任 福田　美智子

４年担任 堺屋　健輔

５年担任 藤本　友範

６年担任 野口　礼子

こだま学級担任 渡瀨　恵子

音楽・家庭 樋口　郁代

講　師 松本　幸代

養護教諭 吉原　佐貴子

事務 大西　由亜

栄養教諭 楮谷　奈央

校務員 鈴木　　理

介助員 靏　佐知子

幼稚園（主任） 藤本　真佐子

幼稚園 奥村　咲恵

幼稚園 山中　真紀

今年度の担任配置 

校長 西村　好惠 岸和田市科学センターへ

教諭 水野　栄子

事務 藤原　真知子

栄養教諭 根川　和美 光明小学校へ

教諭 髙野　真未 城北小学校へ

教諭 杉原　俊弘 八木小学校へ

幼稚園 出原　玲子 光明幼稚園

幼稚園 高栄　　恵 新条幼稚園

校長 足立　節男 春木小学校より

３年担任 福田　美智子 城北小学校より

４年担任 堺屋　健輔 山滝小学校より

事務 大西　由亜 新条小学校より

幼稚園 山中　真紀 新条幼稚園より

２年担任 奥田　　亘

栄養教諭 楮谷　奈央

退職

新規
採用

転入

転出

５月の予定 
家庭訪問  ７日(水) 東出・西出・船渡 

８日(木) 相川・塔原 

９日(金) 上白原・神於・九頭神 

演劇鑑賞会 12 日(月) ３･４時間目 

お 願 い 
～色別班編制について～ 

昨年度より、１年生から５年生は毎年新しい班編

制（６色編成）をすることになりました。保護者の

皆様には、色帽子の負担が増えますが、充実した色

別活動にするため、ご理解、ご協力をよろしくお願

いします。（４50 円 学校で販売しています） 

《お知らせ》 

放課後、運動場で遊べない日：４月１６日(水) 


