
新しい学年がスタート。
「あいさつ」から始めよう

新１年生 １１３名を迎え、平成２８年度がスタートしました。気持ちも新に取り組み
が始まります。子どもたちにとって、初めての出会いは、大きなチャンスです。どんな楽
しいことが始まるでしょうか？どんなことを一緒にできるでしょうか？わくわくしなが
ら、新しい出会いを大事にして欲しいと思います。初めて出会う人にも「おはようござい
ます。」「ありがとう。」「さようなら」など、気持ちのこもったあいさつをしましょう。
よい出会いのスタートは、あいさつから始まります。

山直北小学校の学校目標
「心豊かで主体的に生きる子どもを育てる」

めざす子ども像
＊ よく考え、学び合う子（知）
＊ 心やさしく、支え合う子（徳）
＊ たくましく、最後までやりぬく子（体）

学校生活を充実して送るために保護者の皆様には、子どもたちの健康や、学習準備、家
庭学習でのご協力をお願い致します。本校は、今年度も子どもたちに読む力をつけてやり
たいと考えています。家庭学習での音読（本読みの宿題）には、ご協力をお願い致します。

また、お手伝いなどの体験を通して学ぶ事にも取り組ませてください。今年度も学校と
保護者の皆様と協力して、子どもたちの成長を支えていきたいと思います。学校運営にご
理解ご協力をよろしくお願い致します。 校園長 松岡 みどり

☆平成２８年度の教職員の異動☆
＜退職＞ ＜転入＞

西川 満（引き続き本校勤務） 仙石 晴彦（教頭・中央小学校から）
龍田 真由美 東海林 信久（八木北小学校から）
小川 哲平 向井 加緒里（八尾市立竹渕小学校から）

＜転出＞ 古川 真司（初任者教諭）
河原 敏彦（教頭・八木南小学校へ） 桃田 奈千加（初任者教諭）
山本 チカ（修斉小学校へ） 紀岡 藍（特別支援教育支援員）
嶋野 一穂（八木北小学校へ） ＜復帰＞
土師 時（旭小学校へ） 中瀬 真由子
辻下 泰正（八木南小学校へ）
本田 武志（東光小学校へ）
津田 和敏（城内小学校へ）
横井 三代（調理員・八木北小学校へ）

＜育休＞
土山 志保
横山 香奈絵
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校園長 松岡 みどり ５の１ 楠見 知弘 初任者指導 東海林 信久
教 頭 仙石 晴彦 ５の２ 上仁 美矢子 少人数(３年) 浅田けい子
首席：生活指導 森川 哲平 ５の３ 向井 加緒里 少人数(５年) 笹島 睦美
１の１ 畑谷 千雅子 ５の４ 西村 浩之 少人数(４,６年) 末廣 裕子
１の２ 乾 有希 ６の１ 原崎 真奈美 栄養教諭 岩出 夕子
１の３ 津守 亘 ６の２ 前河 宏美 図書館ＣＯ 栗山 由紀
１の４ 竹尾 和子 ６の３ 髙井 一憲 保 健 荒木 智子

２の１ 畑中 蘭子 支援学級１ 葛原 範行 特別支援教員 紀岡 藍

２の２ 岡 愛夏 支援学級２ 中瀬 真由子 事 務 佐伯 直子

２の３ 古川 真司 支援学級３ 田中 元 校務員 野島 一平

２の４ 松浦 幸恵 支援学級４ 山下 尉津子 給 食 山口 恵

３の１ 山本 孔子 支援学級５ 西川 満 給 食 西川 しのみ

３の２ 桃田 奈千加 支援学級６ 瀧上 容子 給 食 北出 雅美

３の３ 森岡 晃彦 ５・６年家庭 黒石 勝代 給 食 井上 里佳
４の１ 迫 彩香 ４～６年音楽 平松 範子
４の２ 寺田 愛香
４の３ 中内 勇也

日 曜 学 校 行 事 保健会活動 PTA・その他

8 金 始業式・着任式 幼稚園入園式

9 土
10 日
11 月 離任式 ２計測(６年) 学級委員選出

12 火 ２～６年生給食開始 検尿１次 学級委員選出

13 水 登校指導 なかよし号 検尿１次(予)２計測(3,4年)

14 木 支援学級始業式 内科健診(5,6年)

15 金 ２計測(1,2年)

16 土
17 日
18 月 委員会活動(5限) 聴力検査(6年)･２計測(予) PTA学級委員総会・専門委員会

19 火 全国一斉学力調査 聴力検査(４年)

1年生給食開始

20 水 対面式 聴力検査(５年)

21 木 内科健診(3,4年)

22 金 聴力検査(３年) PTA実行委員会

23 土
24 日
25 月 クラブ決定 聴力検査(1,2年)

26 火 耳鼻科健診(４年)

27 水 学習参観・懇談会 聴力検査(1,2年) PTA総会・自振

28 木 聴力検査(予)

29 金 昭和の日

30 土
☆ 裏面に、本年度の主な年間行事予定（小学校）と４月の下校時刻を掲載しています。

☆担任・担当紹介☆

☆４月の行事予定表☆



☆ 平成２８年度の主な年間行事予定表（小学校）

日 時 主な行事 日 時 主な行事

４／ ６水 入学式 １０／１４金 運動会準備
８金 １学期始業式・幼稚園入園式 １６日 運動会

１２火 ２～６年給食開始 １７月 振替休業日
１９火 １年給食開始 ２６水 連合音楽会
２７水 学習参観・懇談会・ＰＴＡ総会

１１／ ８火 遠足１～５年
５／ ２月 家庭訪問（岡山） １１金 遠足予備日（１・２年）

６金 家庭訪問（岡山・三田） １５火 ６年修学旅行（広島）
９月 家庭訪問（三田） １６水 〃

１０火 家庭訪問（田治米・今木・東大路） １８金 泉支研運動会
１３金 家庭訪問（学園・予備） ２５金 学習参観・懇談会
１９木 遠足 （４年・５年音楽会）
２７金 遠足予備日

１２／１９月 個人懇談会
６／２４金 学習参観・懇談会 ～２０火 〃

（６年生音楽会） ２１水 給食終了・４時間授業
２２木 ２学期終業式・大掃除

７／ １金 創立記念日 ２５日～ 冬休み開始
１４木 個人懇談会

～１５金 〃 ～１／７土 冬休み終了
１９火 給食終了・４時間授業 １０火 ３学期始業式
２０水 １学期終業式・大掃除 １１水 給食開始

２１木～ 夏休み開始 ２７金 学習参観・懇談会（１・２・３年）
２４日 ５年生臨海学校

～２５月 〃 ２／ １水 山北まつり
１４火 学習参観・懇談会（４・５・６年）

８／ ９火 平和登校日 １７金 泉支研学習発表会
２８日 山北クリーン大作戦

～３１水 夏休み終了 ３／ ２木 ６年社会見学
１５水 卒業式準備

９／ １木 ２学期始業式 １６木 卒業式
２金 給食開始・４時間授業 １７金 幼稚園修了式

２５日 日曜参観・ＰＴＡ行事 ２３木 給食終了・４時間授業
２６月 振替休業日 ２４金 修業式・大掃除

２５土 春休み開始
～４／７金 〃 終了

※４月当初段階での予定です。後日に修正・変更等があることもございます。
毎月の学年便りなどで、新しい情報での確認をお願いします。


