
ごあいさつ
壱岐小学校３年目となりました。校長の中島 健次 (なかし

ま けんじ)と申します。
今年度も壱岐小学校を任されたことに感謝しながら、精一

杯努めて参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
壱岐小学校は、歴史と伝統のある学校です。この学校の特

色を生かしながら、さらに充実した壱岐小学校を創っていき
たいと考えています。
今年度から、前期・後期の２期制が始まります。また、コ

ロナ禍も収束を見せてきました。新しい取組ができることに
期待しているところです。
人事異動で新しい職員が赴任しています。令和５年度の新しい職員と共に頑張って参り

ます。
保護者の皆様におかれましては、今後とも、学校の教育活動に、御理解・御協力をいた

だきますよう、よろしくお願いいたします。

離退任職員の紹介
林田 栄治(教頭） 西新小へ 東山 哲郎（学校用務員） 西都北小へ
亀山 奈菜 元岡小へ 三原 幸一郎（学校用務員） 原北小へ
大坪 かおる 室見小へ 野瀬 弘実（学校用務員） 原北小へ
平井 公幸 えがお館へ 嶋田 安真（学校用務員） ―
与田 恭章 原小へ 牛尾 美樹（調理業務員） 姪北小へ
村田 茂雄 百道小へ 冨田 幸留（調理業務員） 原西小へ
髙辻 早百合 原西小へ 古木 歩 （調理業務員） 壱岐南小へ
森田 大貴 城原小へ 橘 久美子（調理業務員） 壱岐東小へ
長尾 進司 内野小へ 岸川 めぐみ(非常勤調理業務員) 城原小へ
田中 香 田島小へ 有吉 奈都美(非常勤調理業務員) ―
冨澤 一史 姪北小へ 北口 恵子 (非常勤調理業務員) 賀茂小へ
徳重 正照 ― 中庭 裕子 (非常勤調理業務員) 壱岐東小へ
古賀 奈生 石丸小へ
森 佳世子 老司小へ

赴任職員の紹介
永光 美佐(教頭） 玄洋中より 星山 美紀 姪北小より

端村 由莉 今宿小より 西田 楠採 大阪府中央小より

池添 理歩 有田小より 松隈 博子 飯倉小より

平山 望 玄洋小より 國友 ちひろ ―

平井 賢治 西都小より 前間 麻木子 生の松原特別支援学校

南里 佳緒里 大原小より 三浦 幸絵（学校生活支援員） ―

平井 清か 新規採用 荒木 祐子（学校事務） 原西小より

荒木 理菜 新規採用 森田 孝介（学校用務員） 田隈小より

堤 春香 新規採用 須川 智明（学校用務員） 城南中より

上戸 賢治 周船寺小より 中村 圭一郎（学校用務員）原小より

太田 絵梨 賀茂小より 田上 邦夫（学校用務員） ―
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令和５年度 壱岐小学校職員の紹介
校 長 中島 健次 ４年１組 中村 仁美 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 中村 久美

教 頭 髙松 浩之 ４年２組 松隈 博子 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 田代 忍

教 頭 永光 美佐 ４年３組 國友 脩平 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 田中 江利

主幹教諭 仁保 哲二 ４年４組 中井 大輔 学校用務員 野下 泰生

いきいき１組 小林 ちえみ ５年１組 山﨑 聖一 学校用務員 波多江 篤彦

いきいき２組 松野木 摩耶子 ５年２組 大村 有希 学校用務員 三苫 公一

いきいき３組 端村 由莉 ５年３組 松尾 久美子 学校用務員 草野 峻介

いきいき４組 服部 隆一 ５年４組 平井 賢治 学校用務員 須川 智明

いきいき５組 前間 麻木子 ６年１組 菊地 隼矢 学校用務員 森田 孝介

いきいき６組 池添 理歩 ６年２組 溝上 広睦 学校用務員 中村 圭一郎

いきいき７組 西原 葉月 ６年３組 南里 佳緒里 学校用務員 田上 邦夫

いきいき８組 宮下 和久 ６年４組 小村 真司 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 大野 晴香

いきいき９組 神村 美砂子 ６年５組 平山 拓矢 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大原 尚馬

いきいき副任 中村 庸子 ３年学習支援 田中 寛菜 学校生活支援員 三浦 幸絵

１年生の 川辺 のどか ４年学習支援 星山 美紀 学校司書 古閑 陽子

ｸﾗｽ担任は 平山 望 ５年学習支援 宗 則子 産休・育休 城石 賢蔵

入学式で 池 智奈美 ６年学習支援 神崎 典子 産休・育休 麻田 里奈

発表します 松岡 多恵子 外国語専科 荒木 理菜 産休・育休 渡邊 優葵

２年１組 崔 咲 指導方法工夫改善 沖 稚子 給食室は 一富士

２年２組 馬場 友理奈 児童生徒支援加配 大空 祐輔 民間企業に フードサービス

２年３組 中田 典子 学習指導等支援補充 國友 ちひろ 業務委託 株式会社

２年４組 平井 清か 養護教諭 今村 夕佳 されました

２年５組 別當 久美子 養護教諭 堤 春香

３年１組 白水 萌 栄養教諭 今井 なお子

３年２組 廣嶋 俊樹 拠点校指導教員 安田 博史

３年３組 西田 楠採 学校事務 小島 章子

３年４組 上戸 賢治 学校事務 荒木 祐子

４・５月行事予定 変更になる場合もあります、必ずクラスのおたよりでご確認ください。

日 曜 ４ 月 行 事 等 日 曜 ５ 月 行 事 等
７ 金 赴任式・始業式・学級編成 １ 月 全校放送
10 月 給食開始（２～６年） ８ 月 代表委員会
12 水 入学式 10 水 地震・火災避難訓練
13 木 １年集団下校 14日㈮、17日㈪ 11 木 個人懇談（希望者～１５日㈪）
18 火 給食開始（１年） 17 水 クラブ活動

６年全国学力・学習状況調査 19 金 ６年プール清掃
21 金 歓迎集会・歓迎遠足 20 土 土曜授業（西陵高校管弦楽部）
25 火 緊急時一斉下校訓練 22 月 新体力テスト（～２６日㈮）
27 木 いきいき・１～３年学習参観・懇談
28 金 ４～６年学習参観・懇談(5年自然教室説明)




