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４月８日（月）に平成３１年度がスタートしました。雨が降っていたので，着任式と始業式は翌日に

延期しましたが，入学式は予定どおり１０時より行うことができました。今年度の新入生１０７名は，

来賓と保護者と新六年生が見守る中，笑顔一杯に入場してきました。

まず始めに，国歌斉唱・新入生担任発表・新入生呼名並びに入学許可がありました。４人の担任の先

生が呼名する度に，大きな声で返事ができました。学校長や来賓による祝辞の際には，多少足がぶらぶ

らしていましたが，全体的にはきちんとした態度で，式に臨むことができました。特にＰＴＡ会長の祝

辞には，拍手が出るほど，とても和やかな雰囲気に包まれていました。祝電披露の後は，新六年生の重

藤莉央さんによる新入生歓迎の言葉や新入生保護者代表の戸塚千加代さんによる心温まるお言葉があり

ました。

本年度は，全児童数７４７名で三笠小学校の教育活動が始まりました。スローガンは，『みんなが主

役 みんなでつくる三笠小』です。教職員５７名は，一人一人の児童の実態に寄り添い，全力で支援し

てまいります。ご心配やご不明なことがありましたら，担任までご連絡いただければと思います。保護

者や地域の皆様のご支援・ご協力をいただきながら，教育活動を推進していきたいと思います。一年間

どうぞよろしくお願いいたします。

２２日（月） 家庭訪問１日目 １３：４０下校 １日（水）２日（木）休日

２３日（火） 家庭訪問２日目 １３：４０下校 ３日（金） 憲法記念日

２４日（水） 家庭訪問３日目 １３：４０下校 ４日（土） みどりの日

２５日（木） 家庭訪問４日目 １３：４０下校 ５日（日） こどもの日

２６日（金） 家庭訪問５日目 １３：４０下校 ６日（月） 振替休日

２９日（月） 昭和の日 ９日（木） ３年生校外学習（学区探検）

３０日（火） 休日 縦割り活動（顔合わせ）

１０日（金） 縦割り活動（草抜き，石拾い）

１３日（月） ４年生校外学習（消防署）

４月２７日から１０連休が始まります。例年 運動会係打ち合わせ（６校時）

大型連休中は，児童生徒等の交通事故が特に多 １４日（火） 児童朝会（陸上激励会）

くなります。交通事故の未然防止のため，交差 １６日（木） 教育会陸上記録会

点での一時停止や右左の安全確認を徹底するこ ３年生校外学習（市内巡り･はまなす公園）

と，自転車乗車時はヘルメットを着用するなど， １７日（金） 教育会陸上記録会予備日

交通ルールの遵守について，ご家庭でもご指導 ３年生校外学習予備日

をお願いします。また，児童生徒を保護者の車 ２０日（月） クラブ

に乗用させる際には，シートベルトの着用もお ２３日（木） ２年生遠足（ひたち海浜公園）

願いします。『自分の命は自分で守る』 親子で ２５日（土） ＰＴＡ奉仕作業

再確認をしてください。 ２６日（日） ＰＴＡ奉仕作業予備日



職 員 一 覧

学年 氏名 学年 氏名 学年 氏名

校 長 大川 行彦 ５年１組担任 髙森 真美 栄養教諭 井坂 暁子

副校長 和田 昌代 ５年２組担任 髙崎 省吾 市理科専科 東峰 美恵子

教 頭 長末 正也 ５年３組担任 小沼 暁子 市英語専科 河津 奈々子

教務主任 大野 真紀 ５年４組担任 冨田 佳延 市ＴＴ 藤原 以千子

生徒指導主事 齋藤 俊 ６年１組担任 行之内 輝代 市ＡＴ 山縣 元子

１年１組担任 飯島 和子 ６年２組担任 橋本 智史 市ＡＴ 新島 詔子

１年２組担任 髙橋 美穂 ６年３組担任 飯岡 真紀子 市ＡＴ 大川 由香

１年３組担任 谷田川 美帆 ６年４組担任 河野 亮太 市ＡＴ 國井 憂香

１年４組担任 小山 敦子 特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 齋藤 真由美 市ＡＴ 宇佐美 繭子

２年１組担任 青山 和子 学習室 立原 朱音 市ＡＴ 安井 ゆかり

２年２組担任 関根 辰晃 ことば１ 田口 美佐子 司 書 大野谷 真由美

２年３組担任 横田 紗陽子 ことば２ 中野 明美 用務員 田邊 千予美

２年４組担任 川路 真由美 相談教室1保健主事 髙野 晶子 配膳員 大里 真子

３年１組担任 居嶋 悦子 相談教室２ 宮嶋 智恵子 ＡＬＴ ﾄﾚｰｼｰ･ﾍﾞﾝｿﾝ

３年２組担任 畠山 裕次 通級指導１ 松本 陽子 ＡＬＴ ｼｮｰﾝ･ｵﾘｰﾘ

３年３組担任 田山 友紀子 通級指導２ 今泉 裕美 拠点校指導員 髙田 忠教

３年４組担任 小野 裕子 少人数加配 本郷 学 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 平野 祐樹

４年１組担任 亀山 房子 養護教諭 小石 敦子 初任者後補充 川田 典子

４年２組担任 中田 沙織 養護助教諭 髙安 萌 初任者後補充 谷田川 京子

４年３組担任 間中 絵梨香 係 長 海老原 宏美 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 林 あやの

４年４組担任 上田 裕介 主 事 和田 実優那

ＰＴＡ総会・授業参観・学級懇談会について

４月１３日（土）の親子登校・ＰＴＡ総会・授業参観・学級懇談会・親子下校にご協力及びご参加いただ

きありがとうございました。今年度のＰＴＡ会員は６０９名（保護者５６５名，職員４４名）で，ＰＴＡ本

部役員だけでなく，教養委員・文化広報委員・環境整備委員・地区委員と一年間様々な学校行事でお世話に

なります。三笠小ＰＴＡハンドブックも配付しましたので，時間があるときに熟読してください。

交通安全教室 （４月１６日）

鹿嶋警察署交通課や交通安全母の会の皆さんのご協力のもと，校庭で交通安全教室を実施しました。


