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平成３１年４月８日発行

平成３１年度のスタート！そして５月からは「令和元年」が始まります。

新たな気持ちで新年度をはじめましょう。

今年度も教育目標（目指す児童像）は

○思いやりのある子ども

○考えを深める子ども

○元気な子ども ･･･です。

本日無事に１年生６８名が入学し、全校児童４７２名で笠懸東

小の新年度が始まりました。

今年度も「感謝」「素直」「謙虚」の心をもって教育活動をすすめていきたいと考えております。

どうぞ保護者の皆様のご理解とご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。

校長 戸﨑 勉

平成３１年度 職員紹介 どうぞよろしくお願いいたします

校 長 戸﨑 勉 教 頭 土谷 慎二（東中より）

教務主任 長島 明美 事務主任 金井 宏樹

１年１組 鳩山 敦子 ２年１組 周東 景子

１年２組 山川 悟 （大間々東小より） ２年２組 空井 信夫（大間々東中より）

１年３組 遠藤 淳子（笠懸小より） ２年３組 星野 香 （あずま小より）

３年１組 石川俊太郎 ４年１組 關 百合香

３年２組 関口亜紀子 ４年２組 小川 智裕

３年３組 船戸 純子（大間々北小より） （本年度４年生は２クラスとなります）

５年１組 金子 明子 ６年１組 松田 美穂

５年２組 倉林 将大（新採用） ６年２組 藤生由香里（笠懸南中より）

５年３組 岩﨑 雄一 ６年３組 新井 正春

なかよし 福田 暢子 支援員 石内仁美

にこにこ 豊岡 茂子（笠懸小より） 支援員 岸 香織

音 楽 吉田 理恵（笠懸北小より） 支援員 藤川礼子

研修主任 大髙 晶子 支援員 宮下紀代子（再任用）

養護教諭 大山けい子（太田藪塚本中より） 支援員 岡田 美香（新採用）

学力向上支援員 戸口 由惟（新採用） 嘱託用務員 髙野 徹

栄養主任 渡邊 佑子 用務員補助 本宮 信明

学校カウンセラー 阿久津 悦 図書司書補助 堀江 香奈

ＡＬＴ 小倉ジェーマ



お世話になりました･･･ 本校を去られた先生方です。

大川 博靖 教頭 板倉町立西小へ（校長昇任） 横山 恵 教諭 笠懸北小へ

横尾 武宜 教諭 退職 梅沢 紫 教諭 大間々南小へ

栁澤かおり 教諭 大間々北小へ（教頭昇任） 鶴見 ミキ 教諭 笠懸北小へ

根岸 幸夫 教諭 大間々東小へ 黒岩 一美 教諭 笠懸北小へ

新藤久美香 教諭 桐生市立神明小へ 三浦 秀子 養護教諭 太田市立綿打小へ

柿沼 彩人 教諭 明和町立明和西小へ 木村 成芳 学力向上支援員 笠懸北小へ

大澤 七恵 教諭 前橋市立永明小へ 高草木亜紀 教育支援員 退職

去られた先生方には本当にお世話になりました。新しい職場やライフステージでご活躍下さい。

退任式は今月１２日（金）となります。

４月の予定 （予定のため、変更があるかもしれません。ご容赦下さい）

日 曜 朝行事 学校行事 日 曜 朝行事 学校行事

1 月 学年始休業日 16 火 学級の時間 聴力検査１，５年

2 火 学年始休業日 17 水 学級の時間 視力検査６年

3 水 学年始休業日 18 木 学級の時間 全国学力学習状況調査

６年

知能検査３，５年

視力検査４年

4 木 学年始休業日 19 金 学級の時間 １年生を迎える会

5 金 新年度準備、 20 土

９：００新６年生登校

6 土 21 日

7 日 22 月 （短縮校時） 委員会、視力検査３年

8 月 新任式 第４４回入学式 23 火 全校集会 視力検査２年

始業式 「荒神山登山」

9 火 学年集会 １年生早帰り 24 水 児童集会 交通安全教室

身体計測５，６年 視力検査１年、なかにこ

10 水 （短縮校時） １年生早帰り、 25 木 読書の時間 集金日

６校時カット 歯科検診全学年

身体計測３，４年

11 木 学級の時間 １年生早帰り 26 金 わくわくタイム 授業参観

身体計測１ ， ２年、な ＰＴＡ総会・保護者会

かよし、にこにこ

12 金 学級の時間 １年生早帰り 退任式 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月 昭和の日

15 月 （短縮校時） 一斉下校、 30 火 退位の日

聴力検査２ ， ３年、な

かにこ

１年生給食開始


