宝東小よい子のやくそく「あいさつ
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満開の桜とともに
校庭の桜の木々が満開となり、平成３１年度が始まりました。
私は、この四月の人事異動により、宝泉東小学校に赴任しました校長の伏島均で
す。どうぞ、よろしくお願いします。
始業式での話を紹介します。
みなさん、進級おめでとう。みなさんは、ひとつ上の学年になりました。１年生も入学し
てきます。宝東小のおにいさんやおねえさんとして、やさしくし、なかよくしてください。
さて、みなさんは、「平成」生まれと言われ、「平成」の時代を過ごしてきました。この
５月から、皇太子様が新しい天皇陛下に即位され、新しい元号「令和（れいわ）」の時代が
始まります。令和元年という新しい時代がスタートするのです。
さあ、１学期は、7 月 19 日まで、６８日間の学校生活です。新しい先生、新しいクラス
になります。そこで、校長先生からの３つのお願いです。
１つ目 安全な生活をすること
２つ目 自分の良さを伸ばし、欠点を直すこと
３つ目 先生の言うことをよく聞くこと
３つの願いを実行して、令和が始まる今年、新しい自分を創る努力をしましょう。
最後に、宝東小のよい子の約束は、「あいさつ、返事、ありがとう」です。ルールを守っ
て、校歌にあるように「みんな仲良よく心を磨く」宝東小を創っていきましょう！
心を磨く清掃活動

本校では清掃活動に力を入れています。
そうじで「がまんする心」「気づく心」「思
いやりの心」を磨きます。そうじ中は必要
ないおしゃべりをしない無言清掃（むごんせいそう）
です。「だまって、いっしょうけんめい、じかんまで」が合い言葉です。
また、城西中・宝東小・城西小では、同
じ中学校区の取組として、「５つの心得」を約束していま
満開の桜の元で休み時間に遊ぶ児童
す（①あいさつをする②時間を守る③そうじをする④人の話を聞く⑤病気やけがに気をつける）。
学校、家庭、地域が連携協力して、健やかな子ども達を育てていきましょう。
学校も働き方改革

教員も働き方改革により、本来の業務を集中して遂行できるよう国県市と各学校
現場で取り組み始めています。そこで、次のことをご理解ご協力お願いします。
○欠席等の連絡は「欠席（遅刻・早退）届」による徹底をお願いします（年度始め配布、Ｗｅｂページ
にも掲載）。電話による欠席等の連絡は、緊急時の場合に限らせてください。電話により業務が停
滞したり、朝の打合せの時間に保護者からの電話が入り中断してしまいます。
【朝の緊急時の電話連絡は、7:40～8:10の間でお願いします。】
○通常のやりとりは、担任との「連絡帳」をご活用ください。
○「はなまるメール（はなまる連絡帳）」は必ず登録してください。学校からの連絡は、メール
を使います（通知の場合もあります）。どうしても事情でメール登録ができない場合は、知り合
いの人に頼むなど自己責任で情報を得るようお願いします。
○けがや病気で緊急に保護者へ連絡する場合があります。宝東小（0276-31-2422）の登録を！
○放課後の学校への電話は、原則夕方6時以降はお控えください。勤務時間終了後に、残務をす
る職員の電話対応による負担を軽減するためです。また従来通り教員個人電話等への連絡はお
控えください。※別に配布する文部科学大臣からの「保護者・地域の皆さまへ」もご覧ください。
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お世話になりました。
そして、どうぞよろしくお願いします。
平成３０年度末の人事異動により、転任又は退任された方、新たに赴任した方を紹介します。

○お世話になった先生方

○新体制のご紹介

添田 竹文 校長
定年退職
新井千栄子 教諭
藪小初任研後補充へ
鷲巣有理紗 教諭
東京都江東区東雲小へ
川口 貴史 教諭
南小へ
矢野 晴美 教諭
中央小教頭へ
土肥由紀枝 教諭
鳥之郷小へ
小林 道子 教諭
綿打小へ
加藤のぞみ 事務主事 韮川西小へ
荒川 京子 介助員 退職
退任式・・・
春は出会いと別れの季節です。
4 月 12 日（金）お世話になった先生方との退
任式が開かれました。子ども達が感謝の気持ち
を手紙や歌に込めて送りました。なお、今年度
から、県内全小中学校において、3 月の修了式
後、通知表をもらった後、再び体育館に集まり、
退任式を行うことになります。

○よろしくお願いします
伏島 均
校長
桐生市立広沢小より
山口 浩美 教諭
強戸小より
青柳 利晃 教諭
千代田町立西小より
上野 大輝 教諭
新採用
安藤 時江 教諭
太田東小より
津布子久美恵 事務主事 韮川西小より
ｼﾞｬｸｿﾝ・ｸﾗｳｽ ＡＬＴ
木金 太田中より
井手口 セシリア 日本語指導助手
月金
ﾁｬﾝ ﾃｨ ｼﾞｴｳ 日本語指導助手
火
中嶋 真美 不登校専門員 新規採用
今後の主な行事予定

詳細は、年間行事予定一覧や学年だよりをご覧ください。変更になる場合もあります。
日 曜
行事
４月
15 月 １年給食開始
18 木 全国学力・学習状況調査６年 国語・算数・児童質問紙
19 金 １年生を迎える会
21 日 市議選挙（体育館貸与）
23 火 集金①
26 金 授業参観.手をつなぐ育成会総会.PTA 総会.学年懇談会.PTA 歓送迎会
4/27 ～ 5/6
10 連休（学校もお休みです）
５月
5/7 ～ 5/10 家庭訪問①～④ B 校時午前放課
14 火 全校朝会
15 水 前期ＰＴＡ会費集金日
16 木 家庭訪問⑤ B 校時午前放課
17 金 家庭訪問⑥ B 校時午前放課
21 火 交通安全教室
24 金 親子ふれあい救急救命
27 月 古墳プログラム 6 年 天神山古墳
28 火 JRC 登録式 456 年
29 水 環境教室 6 年
31 金 指導主事訪問日

１ 校長
伏島 均
ふせじまひとし
２ 教頭
岡田 澄恵 おかだ すみえ
３ １－１担任【主任】
佐藤 玲子 さとう れいこ
４ １－２担任
石塚 祐子 いしづか ゆうこ
５ ２－１担任【主任】
山口 浩美 やまぐちひろみ
６ ２－２担任
武田 浩之 たけだひろゆき
７ ３－１担任【主任】
上田 美果 うえだみか
８ ３－２担任
上野 大輝 うえのひろき
９ ４－１担任【主任】
藤居 武史 ふじいたけし
10 ４－２担任
定形 泰帆 さだかたやすほ
11 ５－１担任【主任】
藤生 健一 ふじゅうけんいち
12 ５－２担任
安藤 時江 あんどうときえ
13 ６－１担任【主任】
荒巻 圭子 あらまきけいこ
14 ６－２担任
深澤 利光 ふかさわとしみつ
15 さくら学級担任
植木 芳行 うえきよしゆき
16 すみれ学級担任
青柳 利晃 あおやぎとしあき
17 たんぽぽ学級担任
松崎佐知子 まつざきさちこ
18 教務主任
中島 智
なかじまさとし
19 音楽専科
内藤 奈美 ないとうなみ
20 理科専科
髙橋 歩
たかはしあゆみ
21 養護教諭
寺内 恵子 てらうちけいこ
22 事務主事
津布子久美恵 つぶこくみえ
23 拠点校指導員
渡邉 武司 わたなべたけじ
24 初任研後補充
丸山 芳江 まるやまよしえ
25 スクールカウンセラー
松岡奈歩美 まつおかなほみ
26 おおたん教育支援隊
安澤久美子 あんざわくみこ
27 不登校専門員
中嶋 真美 なかじままみ
28 悩みごと相談員
横山 香里 よこやまかおり
29 校務員
内川 正信 うちかわまさのぶ
30 校務員
久我真由美 くがまゆみ
31 栄養士
住谷亜弥子 すみやあやこ
32 給食ﾘｰﾀﾞｰ
小林 仁子 こばやしじんこ
33 給食員
鎌田 緑
かまたみどり
34 給食員
矢島 直美 やじまなおみ
35 給食員
田部井節子 たべいせつこ
36 介助員
釜石 知子 かまいしともこ
37 介助員
佐藤 直子 さとうなおこ
38 日本語指導助手【ポ語】
井手口ｾｼﾘｱ いでぐち 月金
39 日本語指導助手【ス語】
富田サラ とみた
木
40 日本語指導助手【ベ語】
ﾁｬﾝ･ﾃｨ･ｼﾞｪｳ
火
41 日本語指導助手【タ語】
横川テレサ よこかわ 月金
42 ＡＬＴ
ｼﾞｬｸｿﾝ・ｸﾗｳｽ
木金
43 毛筆指導
本城亮慶 ほんじょうりょうけい
病気休暇：竹内美千代31.4.1～31.6.29→安藤
育児休業：八髙有希30.12.11～32.7.31→津布子
配偶者同業休業：丸山和子29.8.20～32.6.30→松崎

チーム宝東スタッフです。
学校・家庭・地域の連携で、
児童の健全育成を！
学校 だより文責：学校長
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伏島均

