
平成３０年度 新しい学年の始まり･･･
よろしくお願いいたします。

今年度も“感謝・素直・謙虚な心”を大切に

本日無事に１年生７６名が入学し、２年生から６年生までの
４２０名が進級することができました。
よって、今年度は全校児童４９６名になります。おめでとうござ

います。
笠懸東小に来てまず目に入ったのが「感謝」「素直」「謙虚」の

３つの言葉でした。良い言葉です。私自身もこうありたいと思いま
す。
申し遅れました、この春太田市立西中学校より参りました、新任の校長、戸﨑勉（とざき つとむ）と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。

平成30年度 学校教育目標

☆思いやりのある子ども（やさしく）☆考えを深める子ども（かしこく）☆元気な子ども（たくましく）

平成３０年度の職員です。どうぞよろしくお願いします。

校 長 戸﨑 勉（太田西中より） 教 頭 大川 博靖
教務主任 長島 明美 事 務 金井 宏樹（桐生相生小より）

１年１組 鳩山 敦子

１年２組 鶴見 ミキ(大北小より）

１年３組 黒岩 一美

２年１組 石川俊太郎

２年２組 關 百合香(新里北小より）

２年３組 根岸 幸夫

３年１組 松田 美穂

３年２組 梅沢 紫

３年３組 大髙 晶子

４年１組 栁澤かおり(笠小より）

４年２組 大澤 七恵

４年３組 柿沼 彩人

５年１組 金子 明子

５年２組 関口 亜紀子

５年３組 小川 智裕(太田休泊中より）

６年１組 周東 景子

６年２組 岩﨑 雄一

６年３組 新井 正春

なかよし 福田 暢子

にこにこ 横尾 武宣（あずま小より）

音楽 横山 恵

研修主任 新藤 久美香

養護教諭 三浦 秀子

学力向上支援員 木村 成芳

栄養主任 渡邊 佑子

学校カウンセラー 阿久津 悦

支援員 高草木亜紀

支援員 石内 仁美

支援員 岸 香織

支援員 藤川 礼子

嘱託用務員 髙野 徹

用務員補助 宮山 了

図書司書補助 堀江 香奈

ＡＬＴ 小倉ジェーマ
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本校を去られた先生方。お世話様になりました。
【転出】

【育休】田部井由美 養護教諭
林 飛鳥 教諭
栗原 麻美 教諭

武 雅彦 校長 太田毛里田中へ

近藤 裕 教諭 笠小へ

武井 貞子 教諭 笠小へ

岩田 眞樹子 教諭 笠小へ

村岡 理恵 教諭 笠南中へ

齊藤 明子 教諭 退職

星野 美有香 事務主事 前橋時沢小へ

園部 英子 教諭 太田沢野小へ

新井 貴恵 養護教諭 桐生西小へ

大森 美雪 事務主事 笠小へ

下山 留瑞 教育支援員 退職

寺嶋 由美子 教育支援員 退職

梅澤 美紀 教育支援員 退職

松島 正子 図書司書補助員 退職

日 曜日 朝行事 行　　事 日 曜日 朝行事 行　　事

１日 日 学年始休業日 １６日 月 読書の時間
聴力検査（５３２年）     １年生給食開始
通学班会議　　一斉下校

２日 月 学年始休業日 １７日 火 学級の時間
全国学力テスト（６年）　知能検査（３，５
年） 聴力検査（１年、なかよし、にこにこ）

３日 火 学年始休業日 １８日 水 学級の時間 委員会①   X線検査(１年生、希望者）

４日 水 学年始休業日 １９日 木 読書の時間 第１回尿検査　内科検診13:30　456年

５日 木 学年始休業日 ２０日 金 児童集会
１年生を迎える会（短縮で1校時準備，2
校時に実施、3校時から普通校時）
尿検査予備日

６日 金 学年始休業日 新年度準備９：００新６年登校 ２１日 土

７日 土 ２２日 日

８日 日 ２３日 月 読書の時間
集金日          視力検査６年

９日 月
第１学期始業
式・新任式

第４３回入学式 ２４日 火
児童集会
（委員長紹介）

視力検査５年　   交通安全教室

１０日 火 学年集会 給食開始（２～６年）　身体計測5,6年 ２５日 水
スポーツタイ
ム

歯科検診９：００（４５６年）

１１日 水
学級の時間
短縮校時

身体計測3,4年
ＰＴＡ学年委員会、本部役員会15:00
専門委員会15:30 企画委員会16:00

２６日 木 読書の時間
開校記念「荒神山登山」     視力検査４
年

１２日 木 学級の時間
身体計測1,2年、なかよし、にこにこ
市教科主任会のため５校時後放課 ２７日 金 集金日

第１回授業参観（全校）
視力検査３年生　　ＰＴＡ総会・保護者会

１３日 金 学級の時間 退任式１４：０５（1年給食後放課） ２８日 土 　

１４日 土 　 ２９日 日 昭和の日

１５日 日 ３０日 月 振替休日

平成３０年度　４月の予定

５月１日（月）から１０日(木）まで、家庭訪問となります。(※７日(月)を除く）

家庭訪問期間中は、給食・清掃・放課（１３：５０完全下校）となります。


