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校長３年目の春を迎えました。「明るく・楽しく・活気ある学校」を目指し，子どもが
自校に誇りを持ち，一人ひとりが活躍できるように職員一丸となり邁進してまいります。

本年度の重点目標
「実践（心を込め，工夫し，繰り返す）となる一歩を踏む「博多っ子」の育成につな
がる教育課程の創造と，その姿の発信に努める。

どうぞ，保護者・地域の皆様にも，ご理解とご協力をお願い致します。

～第１７回入学式～
暖かな春の日差しの中，４月１０（木）に地域の多数のご来賓の

方々のご臨席を賜りまして，平成２６年度 博多小学校 第１７回入
学式が和やかな中にも厳粛さをもって行われました。１３０名の新
入生を迎え，４学級でのスタートとなりました。

式の途中，１年生は姿勢や返事，話の聞き方など基本的なことが
上手にできました。子どもたちが早く新しい環境に慣れ，「学校が
楽しい・学校が大好き」と言えるようになることを願っています。

しばらくは，式に参加した６年生を中心とした上級生のお世話を
受けることになります。６年生は最上級生としての初めての取組で
したが，準備から後片付けまでよく頑張り，学校を引っ張っていこ
うとする意志が感じられました。頼もしい子ども達の姿に感心しま
した。

１年生の保護者の皆様，お子様のご入学おめでとうございます。今日の日をお子様とと
もに，心待ちにされていたことと思います。子どもたちの表情もとても明るく生き生きと
し，期待と希望を胸に小学校生活の良いスタートが切れた様子です。

本年度，全校児童６６８名でスタートしました。一年間どうぞよろしくお願い致します。

お世話になりました よろしくお願いします
教 頭 穴井仁人 (今宿小学校） 教 頭 入江潔 （堅粕小学校）
教 諭 渡邊龍二 (小笹小学校） 教 諭 古野泰代 （壱岐東小学校）
教 諭 澄川正夫 (周船寺小学校) 教 諭 牛房満佳 （城南小学校）
教 諭 土脇さやの (姪北小学校） 講 師 岩永純二 （警固小学校）
教 諭 白石達也 (南片江小学校) 講 師 春日智也 （大阪府より）
講 師 倉岡展宏 (西陵小学校） 講 師 許斐祐太郎 （香椎小学校）
講 師 髙田圭子 (中央特別支援校） 講 師 山道あずさ （板付北小学校）
講 師 亀山恵太 (三筑小学校） 講 師 市山裕子 （若久小学校）
講 師 大内美幸 (筑紫丘小学校） 講 師 山口大翔 （博多小学校）
講 師 大田貴之 (筑紫丘小学校） 講 師 浅倉未奈子 （板付小学校）
講 師 杉山亜紀 ( 産 休 ) 事務主任主事 寺田 亮二 （梅林中学校）

事務主任主事 奥薗美幸 (西新小学校） 学校司書 石橋みさき （新規採用）
学校司書 池田有子 きこえとことば嘱託員 橋村敦子 （新規採用）
図書事務 遠藤里美 非常勤調理業務員 黒木佳代子 （照葉小学校）

きこえとことば嘱託員 上田由美 非常勤調理業務員 加來 圭子 （新規採用）
非常勤調理業務員 田中真理子 (若久小学校）

職員の異動についてお知らせします

平成２６年度博多小学校教職員紹介

校 長 田原 正文 ５年１組 山口 陽子 調理業務員 本多美枝子

教 頭 入江 潔 ５年２組 徳永 達郎 調理業務員 岐部 容子

主幹教諭 今村 和宏 ５年３組 小田 誠也 非常勤調理業務員 矢野 右子

１年１組 福嶋 亜依子 ６年１組 吉瀬 亜希 非常勤調理業務員 野澤 絵美

１年２組 松島 陽子 ６年２組 糸山 雄一郎 非常勤調理業務員 野澤 絵美

１年３組 城 敬太 ６年３組 岩永 純二 非常勤調理業務員 吉原 佳織

１年４組 今村 祥子 さくら１組 古野 泰代 非常勤調理業務員 黒木 佳代

２年１組 林田 直美 さくら２組 山口 大翔 非常勤調理業務員 加來 圭子

２年２組 山道 あずさ 少人数指導 鳥居 優美 きこえとことば嘱託員 橋村 敦子

２年３組 西村 洋子 ５・６年理科 春日 智也 ＰＴＡ事務 稲葉 優子

３年１組 清水 正遠 日本語指導 浅倉 未奈子 学校事務補助 畠保 直美

３年２組 持山 洋子 養護教諭 大西 梢 図書事務 田邊 リカ

３年３組 許斐 祐太郎 きこえとことばの教室 小宮 文江 特別支援員 篠原 麻由

３年４組 有馬 美佐子 きこえとことばの教室 平石 栄子 学校司書 石橋 みさき

４年１組 川畑みなみ きこえとことばの教室 大穂 康子 （育休） 中川 美穂子

４年２組 山中 和久 きこえとことばの教室 宮成 三保 （育休） 前田 真希

４年３組 牛房 満佳 事務主査 寺田 亮二 （育休） 桃﨑 絵美

４年４組 市山 裕子 学校用務員 三上 真 （育休） 毎熊 知予

４月の主な行事（14日以降）
１４日(月) さくら・発育測定１年 ２２日(火) 家庭訪問②／どんたく練習

１年集団下校 学力標準テスト２～５年
新１年生除去食対応相談会 全国学力学習状況調査６年

１５日(火) 尿検査１次／視力検査５・６年 ２３日(水) 家庭訪問③
１年集団下校／どんたく練習 スポーツテスト（投力）２.５年

１６日(水) 尿検査予備日／視力検査３・４年 ２４日(木) 眼科検診【全学年】
１年給食開始 第１回計算力テスト

１７日(木) 視力検査２年／委員会活動 スポーツテスト（投力）１.６年
どんたく練習 どんたく練習

１８日(金) 視力検査１年・さくら ２５日(金) 歓迎集会・遠足 どんたく練習
授業参観・学級懇談会 ２～６年除去食対応相談会
ＰＴＡ委員総会 ２８日(月) 家庭訪問④

２１日(月) 家庭訪問① ２９日(火) 家庭訪問⑤
スポーツテスト（投力）３.４年 １.４年交通安全教室

か け は し


