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福岡市立那珂小学校那 珂 風 ３
校 長 池田 彰治

本校校長３年目を務めさせていただきます池田です。どうぞよろしくお願いいたします。これまで，保護
者・地域の皆様に本校教育に対し多大なるご理解とご協力をいただいたおかげで，学校経営が活性化し，那
珂っ子の様々な力も伸びつつあります。改めて感謝申し上げます。
新年度が始まりましたが，５月１日より『令和』という新しい時代を迎えることで，これまでにない感覚

をもたれている方も多いことでしょう。本校は，今回の人事異動で約半数の職員が入れ替わりましたが，こ
れをきっかけに新たな「那珂風」を吹かせ 「頭と心と体のバランス」のとれた子どものさらなる育成のため，
に，新しい那珂小学校を創っていく所存です。

この学校だよりも「那珂風 」という名称にし，本校経営の方針と考え方，子どもたちの学習・生活の様３

子や各教育活動の意義・価値などについて，タイムリーにお知らせするつもりです。本年度もご愛読いただ
ければ幸いです。また，内容につきまして，お尋ねやご意見等がございましたら，どうぞお寄せください。

～ 那珂っ子９５４名でスタートです ～第９6回 入 学 式
１１日（木 ，桜吹雪の中，期待に胸を膨らませた１７０名の１年生が入）

学しました。私は，友達を「～くん 「～さん」と呼び大切にしてほしい，」
また，日本一掃除が上手な那珂っ子を目指してほしいと伝えました。私の
「おめでとう 」の言葉に対し 「ありがとうございます 」と返してくれる。 ， 。
姿，問いに対して，キラキラした目で口々に答えてくれる場面があり，嬉
しくなりました。今後の成長も楽しみです。
一方，受付，教室でのお世話，学校紹介の劇など，１年生のために熱心

に働く６年生の姿にも感心させられました。初の大仕事をやり遂げた最上
【 ， 】級生が，これからも全校を引っ張ってくれることを期待しています。 さあ どんなワクワクが待っているかな

【退任・転任した職員】これまで那珂小学校のために，ありがとうございました。
松浦 淳子 内村 弥生《退 任》

《転 任》
明石 京子 教頭（笹丘小） 平田 利恵子（名島小） 齊藤 順子（香住丘小）
川添 浩一（三筑小） 江頭 輝昭（吉塚小） 瀧本 麻衣（馬出小）
中尾 菜生（南福岡特別支援学校） 重 祐平（東吉塚小） 稲垣 かおり（月隈小）
寺井 敬親（東月隈小） 中野 由里子（壱岐南小） 星野 由貴（弥永西小）
和田 雄介（横手小） 神野 侑也（玉川小） 岩佐 章子（壱岐小）
古賀 美加子（野多目小）

【赴任した職員】よろしくお願いします。
（ ）， （ ）， （ ）， （ ），教頭 吉田 明史 小田部小 吉田 敏章 七隈小 内海 三枝 香椎第１中 関 佳恵 博多小

淺原 由子（筥松小 ，永瀬 美保子（那珂南小 ，岡本 真理子（住吉小 ，村上 亜瑠（青葉小 ，） ） ） ）
財部 純可（美和台小 ，西岡 由奈（席田小 ，古山 琢也（当仁小 ，金丸 さやか（新規採用 ，） ） ） ）

（ ）， （ ）， （ ）， （ ），中村 裕子 新規採用 峯 英里 新規採用 平川 裕馬 新規採用 鹿毛 佑紀乃 新規採用
金下 桃子（新規採用 ，寺﨑 香奈子（板付小 ，野口 恭代（席田小 ，沖 学（宮竹小 ，） ） ） ）
富丸 華菜（西高宮小 ，野口 隆志（西花畑小 ，篠原 里恵（新規採用）） ）

那珂っ子の「頭と心と体」の育成のために，全職員で協働して指導します！【平成３1年度 職員紹介】
池田 彰治 寺尾 大地 中川 泉校 長 ４年１組 栄養教諭
大村 浩二 富丸 華菜 吉田 敏章

教 頭
４年２組 初任者研修指導

吉田 明史 岩切 鷹広 内海 三枝４年３組 学校主査
中山 雅文 峯 英里 金下 桃子主幹教諭 ４年４組 事務職員
金丸 さやか 森澤 淑子 野口 隆志くすのき１組 ４年５組 学習支援
中村 裕子 平川 裕馬 浦田 美子くすのき２組 ５年１組
原 直子 永瀬 美保子 立石 節子くすのき３組 ５年２組 事務補助
伊藤 菜穂子 古山 琢也 井浦 朱美１年１組 ５年３組
新村 夏佳 大島 英樹 渡邊 夢１年２組 ５年４組 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
藤野 眞由美 木屋 光輝 篠原 里恵１年３組 ５年５組 学校司書
財部 純可 岡本 真理子 梅木 恭子１年４組 ６年１組 学校生活支援員
谷口 静枝 川上 利菜 山浦 京子１年５組 ６年２組
西岡 由奈 村上 亜瑠 岩瀬 和恵２年１組 ６年３組 保健事務補助
小林 英一 田中 雄基 相浦 麻衣２年２組 ６年４組 育 休
淺原 由子 辻野 雄大 吉瀬 卓男２年３組 児童支援 初任者研修巡回指導

弥生小を拠点に２年４組 久賀 汐里 平野 知恵
複数職員が２年５組 学校用務員高峰 沙世子 高橋 貞一指導方法

定期的に巡回３年１組 寺﨑 香奈子 野口 恭代工夫改善

株式会社朝日給食３年２組 長峰 里紗 松元 進理科専科 給食調理
サービス３年３組 副島 健太郎 沖 学 （民間委託）

本岡 美穂 関 佳恵 佐々木 智子３年４組 養護教諭 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
（ ）３年５組 西尾 絢奈 鹿毛 佑紀乃 那珂中


