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今年度もよろしくお願いいたします

昨年度に引き続き、今年度も宮郷第二小学校の校長を務

めることになりました、西田 修 です。

昨年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる対

応で、保護者の皆様には様々な面でご協力いただくととも

にご心配とご心労をおかけしました。今年度も未だ見通し

が明らかにならないことも多く、何かと不安で落ち着かな

い日々が続いている昨今ではありますが、新しい年度を迎

えて、気持ちも新たに頑張る所存です。

今年度も、本校の「目指す児童像」である『思いやりの

ある子 進んで学ぶ子 最後までやりぬく子』を育てられるよう、心の通い合う温かなかかわり

を大切にした教育活動を工夫していきたいと考えております。そのためには、児童・保護者・学

校が一体となり、お互いが信頼し合うことが大切と考えております。保護者の方々の子どもの成

長を願う熱い気持ちや思いを慮りながら学校教育を展開し、互いを分かり合える信頼関係をつく

りあげられるよう努力していきたいと思っております。

『新しい生活様式』を鑑みつつ、これまでの宮郷第二小学校の教育を引き継ぎながら、さらに

よりよいことは積極的に取り入れることで、子どもの笑顔があふれ元気な声が毎日響くような活

力ある学校にしていきたいと考えております。

今年度も、保護者の皆様のご理解ならびにご支援をよろしくお願いいたします。

今後も引き続いて感染症拡大防止に努めます

昨年度は、児童が『新しい生活様式』を毎日しっ

かり実行するとともに保護者の方々からご協力をい

ただくことで、本校では感染症の蔓延を防ぐことが

できました。しかし、今まで何とか乗り越えられた

からこれからも大丈夫だろう…などといった安易な

思い込みや油断は禁物です。今年度も昨年度と同様

に感染症拡大防止に向けてしっかり対応し、児童が安心して学校に通えて安全に毎日の生活を送

れるようにしたいと思っております。

詳細につきましては、本日付けで｢新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる対応について｣

の通知を配布いたしましたので、そちらをご覧下さい。

引き続き、児童の健康安全のためにご理解とご協力をお願いいたします。



退職・異動された教職員
○飯島 隆 教頭( ) ○樺澤 美智代 教諭( )
○関 明美 教諭( ) ○森田 仁 教諭( )
○小林 愛子 教諭( ) ○小川 稜 教諭( )

○永井 佳子 教諭( ) ○根岸 喜代美 教諭( )
○桑原 奈々美 教諭( ) ○礒部 菜生美 栄養士( )
○山田 久美子 事務主事( ) ○狩野 道男 初任研拠点校指導員( )

○松本 彩美 初任研後補充( ) ○宇野 寿野 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ( )
○大河内 友梨 学習指導員( ) ○小林 知恵美 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｻﾎﾟｰﾀｰ( )
○岩尾 淳子 教育支援員( ) ○北爪 あゆみ 教育支援員( )

たいへんお世話になりました

宮郷第二小学校へ転入された教職員
◎栗原 秀文 教頭( ) ◎安達 佐和子 教諭( )
◎石川 裕子 教諭( ) ◎根岸 みなみ 教諭( )

◎足尾 勇輝 教諭( ) ◎永井 志歩 教諭( )
◎兵藤 智彦 教諭( ) ◎六本木 貴子 事務主事( )
◎大塚 弘之 初任研拠点校指導員( ) ◎蜂須賀 実紀 初任研後補充･ﾏｲﾀｳﾝ( )

◎大嶋 玲子 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｻﾎﾟｰﾀｰ( ) ◎齋川 恵 校務支援員( )
◎内田 典子 教育支援員( ) ◎渡 利恵子 教育支援員( )

よろしくお願いいたします

担当等 氏 名 担当等 氏 名 担当等 氏 名

校 長 西田 修 １年１組担任 佐藤 勝章 ６年１組担任 住谷 亮太

教 頭 栗原 秀文 １年２組担任 海老原 有莉 ６年２組担任 山本 薫

教務主任 大澤 孝次 １年３組担任 勅使川原明美 ６年３組担任 田村 直大

養護教諭 黒澤 由美 ２年１組担任 佐藤 敦子 ６年４組担任 田村 友子

事務長代理 重田 雅伸 ２年２組担任 内田 紀代子 ひまわり１組担任 小松原 美季

事務主事 六本木 貴子 ２年３組担任 足尾 勇輝 ひまわり２組担任 竹内 瑞生

労務技士 中曽根 敏 ２年４組担任 手島 沙千恵 ひまわり３組担任 永井 志歩

労務技士 横堀 美幸 ３年１組担任 井野 則明 ひまわり４組担任 德江 清美

校務支援員 齋川 恵 ３年２組担任 石川 裕子 音楽専科 齋藤 千景

図書事務 奈雲 順子 ３年３組担任 佐藤 麻衣子 理科専科 宮川 修一

学習生活相談員 奥山 規子 ４年１組担任 土屋 靖 ﾏｲﾀｳﾝﾃｨｰﾁｬｰ 蜂須賀 実紀

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 吉田 益美 ４年２組担任 並木 春奈 教育支援員 大澤 なつえ

外国籍生活支援助手 金城 あんな ４年３組担任 兵藤 智彦 教育支援員 内田 典子

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｻﾎﾟｰﾀｰ 大嶋 玲子 ４年４組担任 安達 佐和子 教育支援員 金子 智美

ＡＬＴ ﾏｯｸｽ ｶｽﾃｨﾘﾖ ５年１組担任 橋本 朋彦 教育支援員 渡 利恵子

栄養教諭 尾串 寛子 ５年２組担任 大渕 理代 拠点校指導員 大塚 弘之

主幹栄養専門員 久永 綾野 ５年３組担任 根岸 みなみ 初任研後補充 蜂須賀 実紀

５年４組担任 新井 健一

※〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

すべての児童の健やかな成長を目指し、全職員が自らの職責をしっかりと果たすべく、
一生懸命に取り組んでいきます。
１年間、よろしくお願いいたします。


