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みんな大好き 

 西小っ子ひろば   
令和２年４月１４日（火） 

 
令和２年度が始まりました。始業式や入学式も縮小した中での実施となりましたが、

学校には子どもたちの明るい笑顔が戻ってきました。学校では、状況を確認しながら、

安全を最優先に考え、教育活動を進めていきたいと考えています。ご家庭の皆様にもご

協力をお願いすることが多くなると思いますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 
 

〇次の先生方が、新たに着任されました。 

〇次の先生方が、西大寺小学校を去ることになりました。 

 

 

 

今年度も、以下の学校目標を常に意識して、学校生活や学習活動を進めていきます。 

「わたしが好き あなたが好き 
 みんな大好き 西小っ子」 

〇 相澤 景子 （あいざわ けいこ）・・・・ 岡山市立岡山中央小学校より 

〇 髙原 明日香 （たかはら あすか）・・・ 岡山市立芳泉小学校より 

〇 内田 裕一 （うちだ ゆういち）・・・・ 岡山市立財田小学校より 

〇 伊藤 竜治 （いとう りゅうじ）・・・・ 新採用 

〇 小山 ひかり （こやま ひかり）・・・・ 新採用 

〇 花房 幹根 （はなふさ みきね）・・・・ 岡山市立五城小学校より 

〇 大橋 由惟 （おおはし ゆい）・・・・・ 新規採用 

〇 越智 泰雄 （おち やすお）・・・・・・ 岡山市立岡山後楽館中学校より 

〇 森山 千聖 （もりやま ちさと）・・・・ 新規採用 

〇 石原 美穂（ いしはら みほ）・・・・・ 岡山市立富山小学校より 

〇 谷本  泉 （たにもと いずみ） ・・・・ 岡山市立雄神小学校より 

 

 〇 大島 瑞穂 ・・・・ ご退職（再任用で岡山市立旭操小学校へ） 

 〇 延原 郁恵 ・・・・ ご退職 

 〇 定森 由宇子 ・・・ 岡山市立平福小学校へ 

 〇 木村 友美 ・・・・ 岡山市立三勲小学校へ 

 〇 山下 若菜 ・・・・ 岡山市立平島小学校へ 

 〇 白井 みゆき ・・・ 岡山市立牧石小学校へ 

 〇 千葉 佳貴 ・・・・ 岡山市立御休小学校へ 



感染予防の指導状況についてお知らせします。 

〇『手洗い・咳エチケット・換気等』の感染予防指導を徹底します。（マスクについては、

用意できる場合は、着用をお願いします。ハンカチを利用した「簡単手作りマスク」なども紹

介されていますので、参考にしてください。） 

〇授業では、間近で大きな声で会話や発声をしたり、人と接触したりする場面を作らな

いように配慮します。 

〇多くの児童が一同に会する学習や活動は、中止するか、内容を縮小、または、変更し

て実施します。 

〇児童の下校後、職員で校舎内のドアノブや手すり、スイッチ等の消毒を毎日行います。 

〇特に、給食時間については、入念な手洗い、同じ方向を向いて食べること、喫食中に

話をしないことなどの指導を徹底します。児童数の多い学級は、別室も利用します。 

 

【令和２年度 教職員】「全職員が全児童の担任」を合言葉にがんばります。 

【学級担任の先生】 

たんぽぽ学級 （１組）林 花織 （２組）瀧川 文 （３組）内田 裕一 

たんぽぽ学級 （４組）西江 祥子 （５組）花房 幹根 （６組）山本 秀二 

１  年 （１組）髙原 明日香 （２組）中谷 和滋 （３組）深田 南実 

２  年 （１組）大上 絢圭 （２組）小山 ひかり （３組）相澤 景子 

３  年 （１組）大橋 由惟 （２組）青野 友未  

４  年 （１組）山田 洋子 （２組）伊藤 竜治 （３組）山下 晴久 

５  年 （１組）小林 栄子 （２組）福武 重人  

６  年 （１組）草野 麻希 （２組）白井 裕介 （３組）久山 則子 
 

【通級指導教室担当の先生】〇ことば … 内田 知子  〇情緒 … 鳥越 典子  大原 友香 
 

【みんなのお世話をする先生】 〇教務 … 西尾 ルミ子   〇養護教諭 … 吉村 亜紀子    

 〇専科指導 … 小野 桂子   森高 早苗   中野 宏亮   影山 実奈子 

〇事務 … 平 真奈美    〇司書 … 増田 美鈴  〇用務 … 越智 泰雄  

〇初任者指導 … 平島 秀典    〇栄養士 … 森山 千聖 

 〇給食調理 … 津下 絵理   笠本 ゆう子  石原 美穂   谷 尚子 

 〇一般指導・学校業務アシスト … 安井 真弓  森安 葉子  

 〇習熟度別サポーター・学校業務アシスト … 正富 規子 

 〇一般指導・初任研後補充 … 井上 典子   〇初任研後補充 … 中澤 美佳 

 〇特別支援教育支援員 … 岸本 弘恵  大森 敬子  佐古 和子  谷本 泉 

 〇不登校支援員 … 谷脇 佐知美  〇スクールカウンセラー … 木村 明子 

 〇販売事務 … 小野田 由美子  〇ＰＴＡ事務 … 山本 祐子 

 〇教頭 … 八田 卓二  〇校長 … 田中 一郎 

 〇育児休業中 … 深見 まい  河本 嘉子 

 

 

 


