
【転出・退職】お世話になりました。 

 

【転入】よろしくお願いします！ 

 

 

 

◇はじめまして，よろしくお願いします。◇ 
満開の桜が，新年度心新たに登校する子どもたちを迎える花吹雪のように

舞い始める中，いよいよ新しい学年での生活が始まります。 

お子様の進級，誠におめでとうございます。 

本年度，玄海東小学校から参りました，校長の小野 稔と申します。 

「明るく優しいがんばる子」を育てるには，関わる大人が「明るく優しい

がんばる人」でありたい！というのが教育界に身を置きながらの思いです。 

日の里学園や日の里西小学校の輝きに，さらに磨きをかけられるよう，新

体制のチーム西小も思いを一つにし，これまで同様、家庭・地域と手を携え

ながら，子どもたちの成長を全力で支えていきたいと思っています。 

新たな元号となる本年度も，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

本年度の人事異動 

 

 

 

校長 小野 稔 玄海東小学校より 

主幹教諭 川上 文香 吉武小学校より 

指導教諭 松木 大輔 東郷小学校より 

教諭 永野 まゆみ 日の里東小学校より 

教諭 藤川 貴夫 自由ヶ丘小学校より 

教諭 壽福 翼 宮田南小学校より 

教諭 堤 美樹 新規 

養護 下大薗 香詠子 南郷小学校より 

講師 上野 翔 新規 

事務 宗岡 彩貴 城山中学校より 

事務 中村 恵子 南郷小学校より 

学力向上 小畑 航平 新規 

校長 有馬 昌一郎 津屋崎小学校へ 

主幹教諭 太田 史子 勝浦小学校へ 

指導教諭 若杉 大輔 赤間西小学校へ 

教諭 安部 京子 赤間小学校へ 

講師 瀧口 由佳 退職 

講師 鐘川 衣利恵 自由ヶ丘小学校へ 

講師 北村 耕太郎 大野南小学校へ 

講師 窪田 優太 城山中学校へ 

養護 早川 眞理子 玄海小学校へ 

事務 松本 恵里子 城山中学校へ 

事務 濵田 雅子 吉武小学校へ 

学力向上 松隈 裕紀子 東郷小学校へ 

「日の里学園」宗像市立日の里西学校 

                      平成３１年４月５日 

                      校長  小 野  稔 

                      児童数３48名 

名 



担任等 氏名 担任等 氏名 担任等 氏名 

校長 小野   稔 ６の１ 松木 大輔 県事務 宗岡 彩貴 

教頭 大淵 裕三子 ６の２ 杉本 竜也 市事務 中村 恵子 

主幹教諭 川上 文香 ひまわり１ 野本 敏子 特支支援員 加藤  恵 

指導方法工夫改善 
森本 義文 

ひまわり２ 永野 まゆみ 特支支援員 鈴木 智子 

学園兼務教員 なかよし１ 田中 健太郎 業務員 藤崎 博志 

１の１ 髙橋 順子 なかよし２ 山口 良介 業務員 吉武 泰雄 

１の２ 枝連 加奈 なかよし 正岡 由起子 市短期事務 大西 美紀子 

２の１ 渡邉 幸子 養護教諭 下大薗香詠子 初任研補助 宗岡 正枝 

２の２ 藤川 貴夫 通級指導教室 川口 由子 ALT エイドリアン 

３の１ 長谷川 千晴 通級指導教室 尾形 桃子 中学校 

兼務教員 

 

上野 智裕 

（体育） 

山﨑 聖子 

（英語） 

（音楽） 

３の２ 堤  美樹 教務補助 上野  翔 

４の１ 小林 政子 学力向上 小畑 航平 

４の２ 阪田 健輔 図書司書 田中 志乃 

５の１ 福崎 博幸 栄養士 池本 千賀 

５の２ 壽福  翼 長期派遣研修員 堤  久美 学園 CO（中） 北岡 隆博 

 

 ５月８日家庭訪問予備日、６月１日 運動会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５日(金)離赴任式・始業式 

８日(月)学級懇談５・６年 １５時００分 

    ３・４年 １５時３０分 

２年   １６時 

特別支援学級 １６時３０分 

９日(火)給食開始 

１０日(水)入学式準備 

２～４年 １３時２０分完全下校 

５・６年 １４時４０分下校 

   市内中学校入学式 

１１日(木)第４４回入学式 

    ６年 １１時４５分下校予定 

１２日(金) 委員会活動 発育測定【５・６年】 

１５日(月)発育測定【３・４年】 

１６日(火)歓迎集会・三校合同歓迎遠足 

１７日(水) １年生給食開始 

１７日(水) 発育測定【１・２年】 

尿検査配付【全学年】 

     お話ドロップ【５・６年】 

PTA委員会委員長決め 19時 30分～ 

１８日(木)６年全国学力学習状況調査 

     ５年フクト学力テスト  

視力検査【４年】 

通級指導教室入級式 

１９日(金)視力検査【６年】体操服販売 

２２日(月)家庭訪問 視力検査【５年】 

２３日(火)視力検査【３年】 

２４日(水) 家庭訪問 視力聴力検査【２年】 

２５日(木)視力検査【１年】 

２６日(金) 授業参観１４時１５分 

     児童下校１５時０５分 

     PTA総会１５時１５分 


