
大変お世話になりました！ よろしくお願いします！ 
宗岡小学校を去られた先生方・新しく来られた先生方 

転出職員（※敬称略） 転入職員（※敬称略） 

校 長 津田 美奈  ご勇退 校 長 近藤 章宏  新座市教育委員会より 

教 諭 上野 直人  川口市立元郷南小学校へ 教 諭 内田 敦子  和光市立本町小学校より 

教 諭 小林 伊都子 和光市立第四小学校へ 教 諭 佐佐木 達哉 朝霞市立朝霞第一小学校 

教 諭 朝倉 みどり 志木市立宗岡第二小学校へ 教 諭 高柳 由美  志木市立宗岡第二小学校より 

教 諭 田中 幸子  志木市立宗岡第二小学校へ 教 諭 髙橋 優奈  新採用 

教 諭 下村 英貴  志木市立志木第四小学校へ 教 諭 末岡 詩織  新採用 

教 諭 尾上 文子   ご退職 教 諭 前田 雅史  新採用 

教 諭 古賀 裕理佳 志木市立志木第二小学校 教 諭 佐々木 大貴 新採用 

教 諭 萩谷 琢磨  三宅村立三宅小学校へ 支援員 大野 都美子 新採用 

支援員 駿河 菜穂子 志木市立志木第三小学校へ 支援員 山本 亜希子 新採用 

支援員 後藤 容司郎 朝霞市立朝霞第五中学校へ  

  

教 諭 渡部 祐輝  日本人学校グアム校 
（在外派遣教員として） 

おかえりなさい！宗岡小学校に復帰された先生 
支援員 清水 かおり 

☆離任式を５月 2 日（火）午後 2 時 20 分から行います。転出された先生方がいらっしゃいますので、是非お別れにお立ち寄りください。 

 

 
４月の行事予定 

日 曜 朝会等 行   事 

９ 月  始業式 通常 3時間授業 11:50下校 

10 火 学級タイム 
入学式  
下校 2年 10:30  3～5年 9:15 

  6年 11:35 

11 水 学級タイム 
登校指導① 通常 3時間授業 
発育測定（たんぽぽ、5 年、6 年）
通学班一斉下校 12:00 

12 木 学級タイム 
登校指導② 給食開始（2～6年） 
発育測定（2、3年）委員会活動 
埼玉県学力学習状況調査（4～6年） 

13 金 生活朝会 
登校指導③ 発育測定（1、4年） 
視力検査（4年）懇談会（1年） 

14 土   

15 日   

16 月 読書タイム 
視力･聴力検査（5年） 
一斉下校 14:55 学校運営協議会 

17 火 ぐんぐんタイム 
全国学力学習状況調査（6年） 
授業参観･懇談会（5、6年） 
視力･聴力検査(3年) 

18 水 
1年生を 
迎える会 

授業参観･懇談会(た、3、4年) 
視力･聴力検査(2年) 

19 木 運動タイム 
歯科検診（たんぽぽ、1～3年） 
クラブ活動 

20 金 児童集会 
視力･聴力検査(1年) 視力検査(6年) 

1年給食開始 授業参観･懇談会(2年) 

21 土   

22 日   

23 月 
読書タイム 
5 年読み聞かせ 

視力･聴力検査(たんぽぽ) 
交通安全教室（1年）一斉下校 14:55 

24 火 音楽朝会 尿検査回収日 

25 水 ぐんぐんタイム 
特別日課 5時間 下校 14:05 
PTA総会 

26 木 運動タイム 歯科検診（4～6年）委員会活動 

27 金 学級タイム  

28 土   

29 日  昭和の日 

30 月  振替休日 

平成３０年度 学校職員等紹介 

校長   近藤 章宏   教頭  江原 新治 

教務主任 川上 拓治（音楽専科） 
 

たんぽぽ 1組 勝良 晃久 ２組 鈴木乃里子 ３組 三木 学 

１年１組 内田 敦子 ２組 佐藤亜紗実 ３組 高柳 由美 

２年１組 木原 恵美 ２組 末岡 詩織 ３組渋谷夕美子 

３年１組 片井 マサ ２組 酒巻 宏始 ３組 前田 雅史 

４年１組 恒川  涼 ２組 髙橋 優奈 ステップアップ 佐々木大貴 

５年１組 名取 朋花 ２組 岩﨑 壮志  

６年１組 相原 雪乃 ２組 佐佐木達哉 

○書写・理科専科 西本啓二郎 

○音楽専科 川上 拓治 

○少人数(算数等) 亀井沢真喜子 

○少人数(算数等) 池田こずえ 

○養護教諭 三枝 千春 

○図書相談員 小澤 佳代 

○支 援 員 野中 淳子 

○支 援 員 齊籐 聡子 

○支 援 員 清水かおり 

○支 援 員 大野都美子 

○支 援 員 山本亜希子 

○交通指導員 小柳富美子 

      飯倉 恵子 

      鈴木ゆみ子 

      白井 成彦 

野原 幸男  

○事務主査 関 有希 

○市事務職 川見有規子 

○栄養技師 大谷 美絵 

○用 務 員 海野 勝之 

○日本語指導 杉山 暁美 

○学習補助 大沼 博良 

（たんぽぽ学級） 

○言語指導 齋藤 陽子 

○スクールカウンセラー 菊地 優希 

○ALT  ﾚｵﾅ ﾊﾟｳﾗ ｸﾙｽﾞ 

○巡回パトロール  

      佐藤 祐司 

      坂田 末雄 

○給食調理員 

 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社  

○養護教諭 池上 優加 

（育児休暇中） 

 
【５月の主な行事予定】 

２日(水）通常日課５時間 離任式 

     （1年は４時間給食後下校） 

８日(火）耳鼻科検診検診(全) 

１１日(金) 眼科検診(全) 

１２日(土）志木市クリーン作戦 

１９日(土）逆上がり教室（会場…志木二小） 

２６日(土）第１４４回運動会 

２７日(日) 運動会予備日 ２８日(月) 運動会振替休業日 

「授業参観・懇談会のお知らせ」を後日配付いたします。

保護者の皆様のご出席をお待ちしております。尚、詳細は、

学年だより等をご覧ください。 


