
 

 

 

 

 

 

平成３１年度がスタート！ 

～学校・保護者・地域の輪で ほめて伸ばそう やにしっ子～ 
ご進級おめでとうございます。３月末にお世話になった８名の先生方とお別れし、４月

に新しい先生方１１名をお迎えしました。また，新１年生を含めて４５７名の子ども達と
新学期をスタートすることになりました。今年度は「学校・保護者・地域の輪で ほめて

伸ばそう やにしっ子」というスローガンを掲げています。具体的には，以下のことに取
り組んでいきたいと思います。 

「学校」「保護者」「地域」が一体となり，自分に

自信をもち，友だちにやさしい子どもの育成をめ

ざします。 

教職員や保護者の名札の裏に入れていたカード

も一新しました。職員一同，力を合わせて教育活

動に取り組んでまいりますので，今年度もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

異動について 

 

 

 

 

平成３１年度 福岡市立弥永西小学校 

明るく輝く弥西っ子 
平成３１年４月９日（火） 

【離任】 

原 康彦 教頭先生（市教委へ） 

畠山 佳子 先生（宮竹小へ） 

古長 今日子 先生（老司へ） 

山本 晃司 先生（西高宮小へ）   

栗田 郁江 先生（弥永西小へ）  

根本 敬 先生 

森 加代子 先生（筑紫丘小へ） 

甲斐 民子 先生 

 

【赴任】 

春田 葉子 教頭先生（市教委より） 

矢加部 隆弘 先生 （東月隈小より） 

杉本 幸子 先生  （野多目小より） 

村上 啓太 先生  （長丘小より） 

星野 由貴 先生  （那珂小より） 

黒木 大地 先生  （城南小より） 

堀 文香 先生   （多々良小より） 

栗田 郁江 先生  （弥永西小より） 

赤星 慧 先生  

芦澤 有希 先生  （東月隈小より） 

徳永  整子 先生  （東花畑小より） 

学校は・・・子どものがんばりを保護者に伝えます。また，保護者や地域の方から教えても

らった 子どものがんばりを学校でもほめます。 

保護者は・・担任から連絡があった時は，家庭でもほめてください。また，家庭や地域で頑

張った ことを担任に知らせてください。 

地域は・・・子どものがんばりを見つけたら，その場でほめ，学校にも知らせてください。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8pbmnhY3TAhXCv7wKHdJcBVwQjRwIBw&url=https://matome.naver.jp/odai/2136376189182317201/2136376218982427303&psig=AFQjCNGsSJP3HWxzoIhlKpbV9-xOgCxVJw&ust=1491472266992246


本年度の先生方の紹介 

校長 渡部 祐輔 4-1 堀  文香 調理業務員 芦澤  有希 

教頭 春田  葉子 4-2 村上  啓太 調理業務員 徳永  整子 

主幹教諭 松浦 彰彦 4-3 井上 勇 非常勤調理業務員 永島 直子 

たんぽぽ① 樋口 直子 5-1 飛田 麻衣子 非常勤調理業務員 岡島 麻紀 

たんぽぽ② 遠藤 瑛美 5-2 森 政登 保健事務補助 比嘉 敦子 

1年 

中原 幸彰 

杉本  幸子 

藤木 裕子 

6-1 安永 憲史 学校生活支援員 川﨑 由佳子 

6-2 東 義隆 学校生活支援員 野中 千里 

４・５年専科 栗田 郁江 スクールソーシャルワーカー 安武 大志 

2-1 徳永 康弘 ６年専科 村瀬 佳子 スクールカウンセラー 田代 佳織 

2-2 赤星  慧 養護教諭 星野  由貴 外国語活動 NS ヨバン・ヴィグニェヴィッチ 

2-3 古谷 明日香 事務主査 米山 雄一郎 外国語活動ＧＴ コーネット美代子 

3-1 黒木  大地 事務補助 亀井 小百合   

3-2 矢加部  隆弘 事務補助 真鍋 千代美   

3-3 石内 孝佳 学校司書 福山 輝子   

４月行事 

日 曜 行 事 等 日 曜 行 事 等 

１ 月  16 火 視力検査（５・６年） 

２ 火 
 

17 水 
１年生給食開始 
視力検査（４年） 

３ 水  18 木 
６年全国学力調査（国・算） 
２～５年ＣＲＴテスト（算）  
委員会活動   

４ 木  19 金 
歓迎集会・歓迎遠足 
【那珂川町岩戸公園】 

５ 金 
 

20 土  

６ 土  21 日  

７ 日  22 月 地震火災避難訓練 

８ 月 赴任式 始業式 23 火 
学習参観・懇談会  
ＰＴＡ委員総会 役員会 運営委員会 

９ 火 
給食開始 教科書配布 
発育測定（６・５年） 

24 水 
家庭訪問Ⅰ  
視力検査（３年）   

10 水 
入学式準備 曰佐中入学式 
発育測定（３・４年） 

25 木 
家庭訪問Ⅱ ６年勾玉出前授業 
視力検査（２年 たんぽぽ） 
尿検査予備日 
家庭訪問② 

11 木 第４２回入学式 26 金 
家庭訪問Ⅲ 平和に関する学習
視力検査（１年） 
内科検診 12 金 発育測定（２年たんぽぽ） 27 土  

13 土 ＰＴＡクラス委員・係決め 28 日  

14 日  29 月 昭和の日 

15 月 発育測定（１年） 30 火 国民の休日 

家庭環境調査票（ｗｏｒｄ）の書式は 

弥永西小学校ホームページに 

アップしていますのでご活用下さい。 



 


