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ご進級おめでとうございます。 

そして昨日 10日、入学式で 127名の新 1年生を迎え、全校児童 803名、28学級で相模台小学校

の平成 30年度の教育活動を本格的にスタートしました。 

さて始業式、子どもたちは、笑みと希望にあふれた表情をしており、私も自然に子どもたちの笑

顔に引き込まれ、うれしさがこみ上げてきました。また子どもたちとの出会いを心待ちにしていた

先生方の気持ちがあふれておりました。 

１年で一番、夢と希望をふくらませている時です。子どもたちは、まさに生きるエネルギーに満

ちあふれています。登校してきた校舎には明るい子どもたちの声が響き渡っています。新しい学年、

新しい友達、新しい担任との出会いで張り切っている子どもたちを目の当たりにし、一人一人が希

望をもち、自分をみがき、高め、持てる力を存分に発揮してほしいと願わずにはいられません。 

子どもたちの能力を最もよく引き出すためには、学校の教育力、家庭の教育力と地域の教育力が、

バランスよく発揮され児童の育成に当たることが重要であると考えております。転入職員 18 名の

新たな力を生かし、教職員、児童、保護者、地域の方が関わり、豊かな感性がお互いにふれあい、

努力の共感ができたらと考えます。相模台小新チームで、子ども同士の「認め合い」「助け合い」

はもちろんのこと、「磨き合い」を重視した教育を推進して参ります。 

保護者並びに地域の皆様方には、かけがえのない子どもたちの健全な成長のために、本年度も本

校教育へのご理解・ご支援を、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

   

 

 

                  

着任式・１学期始業式・入学式 
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担任紹介 

 

 

 

 

 

 

 

入学式 

 

【平成３０年度 本校職員一覧】 

校  長     織原 一浩 

教  頭  保坂 和志 

教務主任  齊藤 淳一 

養護教諭     鳥海 芳枝 

副 主 査 小林 泉 

栄 養 士 小林 久子 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ    菅原 京平 

音楽専科  関田 恵子 

理科専科   吉村 淳一 

日本語指導 船山 一彦 

日本語指導 梶本 桃代 

少人数指導 保田 ゆかり 

少人数指導 中村 ひとみ 

初任者指導 塩嶋 惠津子 

スタッフ 小出 和子 

スタッフ 小野 則子 

補助教員 髙橋 佳恵 

補助教員 岩井 善愛 

補助教員 野間 優一 

補助教員 井口 遥希 

妊娠補助教員 坂本 庄章 

支援員     森田 華子 

用務員     町山 弘幸 

ｽｸｰﾙｱｼｽﾀﾝﾄ 西川 さとみ 

英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 新井 博子 

初任者後補充 内山 裕子 

１年１組 小松崎 亜矢子 

１年２組 長澤 真弥 

１年３組 新屋 香織 

１年４組 久保田 嘉一 

４年１組 伊藤 貴紘 

４年２組 尾﨑 裕起子 

４年３組 大野 美紀子 

４年４組 島田 麻未 

２年１組 下平 尚子 

２年２組 田中 由実 

２年３組 岩渕 春奈 

２年４組 金野 僚平 

５年１組 藤本 隼平 

５年２組 小林 秀雅 

５年３組 磯部 愛実 

５年４組 松井 智里 

３年１組 渡辺 芳枝 

３年２組 栁澤 咲季子 

３年３組 髙橋 佑介 

３年４組 神永 敬子 

６年１組 吉村 直美 

６年２組 臼井 達哉 

６年３組 佐藤 由布 

６年４組 成瀨 香里 

なのはな１組 柳 千賀子  なのはな３組 日比野 至剛 

なのはな２組 豊岡 裕子  なのはな４組 吉澤 智恵 

給食調理員 古川 厚美 給食調理員   鈴木 由紀子 

給食調理員 濱田 厚子 給食調理員   池田 美樹子 

給食調理員 松丸 浩美 給食調理員   小西 三千代 

臨時給食調理員 林 美津子 臨時給食調理員 秩父 孝子 

臨時給食調理員 飯田 幸恵 

  

 

お子さんが欠席する場合は、連絡帳に記入して提出して下さい。電

話でご連絡は、緊急の場合のみでお願いいたします。なお、連絡帳を

提出する場合は、兄弟姉妹や同級生及び近所の相模台小の児童にお願

いして下さい。依頼された場合は、皆様のご協力をお願いいたします。 

【４月の行事予定】 

日 曜 行事 日 曜 行事 

5 木 着任式・始業式 登校指導 18 水 聴力検査 2 年 

6 金 短縮日課・ 発育測定 4，6 年 19 木 1 年生をむかえる会 耳鼻科検診（2・4年） 

7 土  20 金 1 年給食開始 聴力検査（１年） 

8 日  21 土  

9 月 給食開始 発育測定 3・5 年 22 日  

10 火 入学式 23 月 短縮日課 住居確認日① 

11 水 平常日課開始 委員会活動 24 火 短縮日課 住居確認日② 

12 木 視力検査～２０日 25 水 短縮日課 住居確認日③ 

13 金 発育測定 1 年 26 木 短縮日課 教育相談日 歯科検診 

14 土  27 金 短縮日課（市内研修会のため） 

15 日  28 土  

16 月 ＰＴＡ総会 保護者会（全体会・懇談会） 29 日 （祝）昭和の日 

17 火 全国学力学習状況調査 聴力検査３年 30 月 振替休日 

平成３０年４月１１日 

 

松戸市立相模台小学校 

校 長  織 原  一 浩 

４月号 

４月の生活目標   元気よくあいさつしよう        

 春休みが終わり、こどもたちの元気な挨拶が学校に戻ってきました。 

春は出会いの季節。挨拶の必要感を実感しやすい時期でもあります。 

まずは、「おはようございます」「ありがとうございました」「お願いします」 

などの基本的なあいさつを元気よく言わせたいです。 

児童数 



 


