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令和４年 ４月１５日原 西
福岡市立原西小学校 校長 田中 栄司

本年度，校長の田中栄司です。原西小学校の子ども達のために職員一丸となって頑張りたいと思い

ます。ご家庭の皆様と地域の皆様のご支援とご協力を何とぞよろしくお願いします。

第５７回入学式

４月１２日（火 ，１年生１２３名を迎え，第５７回入学式を行いました。どの顔にも，喜びと希）

望に満ちあふれた様子がうかがえました。

教育は，子ども達の幸せを願って行う営みであり，学校は子ども達のためにあるものと考えていま

す。本校教育に対する保護者の皆様や地域の皆様のご期待に応えられるよう，日々の教育活動に取り

組んでいきます。

今後とも，保護者の皆様，地域の皆様のご理解とご支援を賜りますよう何とぞよろしくお願いしま

す。

今月の２２日（金）は，歓迎遠足が予定されています。１年生も楽しみにしている様子です。少し

ずつ原西小学校の雰囲気に慣れてくることでしょう。

職員の異動のお知らせ

離任・退任された先生方 赴任された先生方

泊 宏治 校長先生 友泉中学校へ 田中 栄司 校長 赤坂小学校から

岩田 浩 先生 玄洋小学校へ 中山 哲 先生 小笹小学校から

川原 静佳 先生 若久特別支援学校へ 緒方 順也 先生 飯倉小学校から

横田 京子 先生 入部小学校へ 川浪 千恵子 先生 城南小学校から

天野 美香 先生 脇山小学校へ 太田 美和子 先生 鳥飼小学校から

福田 遼 先生 照葉北小学校へ 坂本 祐美子 先生 今津小学校から

中平 徹 先生 姪浜小学校へ 中村 隼人 先生 内浜小学校から

馬奈木 幸恵 先生 高取小学校へ 弓 大貴 先生 採用

新川 広幸 先生 退職 古賀 さくら 先生 採用

岡田 洋一 先生 田隈小学校へ 津川 亜弓 先生 採用

荒木 秀子 先生 金武小学校へ 木原田 雅彦 先生 大原小学校から

上杉 瑞紀 先生 小笹小学校へ 山口 尚子 先生 入部小学校から

大森 美保 先生 西陵小学校へ 倉岡 典宏 先生 有住小学校から

道野 佐世 先生 退職 中山 英文 先生 飯倉小学校から

樺島 美佳代 先生 南片江小学校へ 荒木 祐子 先生 次郎丸中学校から

茶木 明美 先生 退職 大鶴 裕紀 先生 金山小学校から

大脇 さな江 先生 内野小学校へ 園田 祥子 先生 賀茂小学校から

川口 まゆみ 先生 退職 佐藤 雄大 先生

市村 磨衣子 先生 西南小学校へ 田口 誠也 先生

安田 博史 先生 賀茂小学校へ 梶原 真美 先生

中山 久美 先生

永江智美先生と岡谷絢子先生が，復職されました。



本年度職員の紹介

職 名 氏 名 職 名 氏 名

校 長 田中 栄司 ６年３組 緒方 順也

教 頭 地久里 聡子 ６年４組 黒瀬 安加里

教 務 藤原 浩司 通級指導教室 岡本 伴子

そよかぜ１組 井上 智子 通級指導教室 川浪 千恵子

そよかぜ２組 太田 美和子 通級指導教室 野村 みくる

そよかぜ３組 中山 哲 理科専科 岡谷 絢子

１年 組 田中 美也子 英語専科 山口 尚子1
１年２組 冨永 元輝 少人数指導 犬山 詩織

１年３組 野坂 弓子 養護教諭 田中 裕子

１年４組 三田 まりな 学校事務 荒木 祐子

２年１組 木原田 雅彦 調理業務員 飯田 華恵

２年２組 永江 智美 調理業務員 吉本 香織

２年３組 古賀 さくら 調理業務員 大鶴 裕紀

２年４組 林田 公与 非常勤調理業務員 野田 由香

３年１組 豊田 貴子 非常勤調理業務員 尾方 十紫子

３年２組 岡田 里奈 非常勤調理業務員 園田 祥子

３年３組 中村 隼人 深瀬 倫子スクールサポートスタッフ

３年４組 匹田 恭平 大和 寿子スクールサポートスタッフ

４年１組 倉岡 典宏 梶原 真美スクールサポートスタッフ

４年２組 村部 薫 学校司書 坂口 久美子

４年３組 津川 亜弓 栄養教諭 森山 優子

４年４組 中村 風樹 保健事務 廣野 智子

アシュリー・アブソロン５年１組 梶原 由里子 ＮＳ

５年２組 弓 大貴 ＧＴ メル・ブノア

５年３組 林 奈央 拠点校指導員 中山 英文

５年４組 坂本 祐美子 学校生活支援員 辻野 伸茂

６年１組 原口 侑也 学校生活支援員 江原 美穂

６年２組 坂本 沙寿子

スクールソーシャルワーカーは佐藤雄大先生です。スクールカウンセラーは田口誠也先生です。

４月の主な行事

1 1.2 4 1.2.3７日 赴任式・始業式 ２０日 内科健診 の の

８日 給食開始 視力検査５年 ２１日 発育測定５年

１１日 視力検査４年 入学式準備 ２２日 歓迎遠足

１２日 第５７回入学式 ２５日 地震・火災避難訓練

１３日 視力検査３年 発育測定６年

１４日 視力検査２年 ２６日 学習参観懇談会１，３組

3 2.4１５日 視力検査６年 発育測定 の

１８日 １年給食開始 発育測定４年 ２７日 学習参観懇談会２，４組 そよかぜ

１９日 全国学力学習状況調査６年 発育測定 の 年 尿検査１次3 1.3
2 1発育測定１年 ２８日 発育測定 の

尿検査２次

※ 福岡市では，ふくせき制度に基づく交流を進めています。特別支援学校に通う子ども達が，

住んでいる校区の小中学校で，同年代の子ども達と一緒に活動をすることです。このリーフレッ

トは，発達教育センターのホームページに記載されていますのでお知らせします。




