
 

 

 

 

 

第４６回入学式を挙行しました。 
うららかな春の日差しの中、新入生７６名を迎え、第４６回入学式を挙行しました。 

当日は保護者の方をはじめ多くのご来賓の方に

ご臨席賜り、誠にありがとうございました。今後

とも、子どもたちを温かく見守ってくださいます
よう、よろしくお願い申し上げます。 
 
職員の異動がありました。 

退職・転出の職員 新任・転入の職員 
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校内体制 
本年度は、ひばり学級も入れて２３クラス、全校児童５５０人でスタートします。 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 ひばり 合計 

３クラス ３クラス ３クラス ３クラス ３クラス ３クラス ５クラス 23クラス 

 
 

校長 ＊＊＊＊ 学校施設管理人 ＊＊＊＊ ４－２ ＊＊＊＊ 

教頭 ＊＊＊＊ 学校施設管理人 ＊＊＊＊ ４－３ ＊＊＊＊ 

事務 ＊＊＊＊ 学校施設管理人 ＊＊＊＊ ５－１ ＊＊＊＊ 

養護教諭 ＊＊＊＊ 心の教室相談員 ＊＊＊＊ ５－２ ＊＊＊＊ 
教務主任 
５年理科 ＊＊＊＊ 初任者指導 ＊＊＊＊ ５－３ ＊＊＊＊○ 

５年図書 
６年理科・家庭 ＊＊＊＊ １－１ ＊＊＊＊○ ６－１ ＊＊＊＊○ 

校務員 ＊＊＊＊ １－２ ＊＊＊＊ ６－２ ＊＊＊＊ 

調理員 ＊＊＊＊ １－３ ＊＊＊＊ ６－３ ＊＊＊＊ 

調理員 ＊＊＊＊ ２－１ ＊＊＊＊ ひばり１ ＊＊＊＊ 

調理員 ＊＊＊＊ ２－２ ＊＊＊＊ ひばり２ ＊＊＊＊ 

調理員 ＊＊＊＊ ２－３ ＊＊＊＊○ ひばり３ ＊＊＊＊ 

介助員 ＊＊＊＊ ３－１ ＊＊＊＊ ひばり４ ＊＊＊＊ 

ＪＴＥ ＊＊＊＊ ３－２ ＊＊＊＊ ひばり５ ＊＊＊＊ 

学校施設管理人 ＊＊＊＊ ３－３ ＊＊＊＊○ 支援講師 ＊＊＊＊ 

学校施設管理人 ＊＊＊＊ ４－１ ＊＊＊＊○   

○：学年主任、保健主事：＊＊＊＊、生徒指導主担者：＊＊＊＊、支援教育コーディネーター：＊＊＊＊ 

４月の行事予定 
日 曜 予 定 日 曜 予 定 
1 月  16 火 委員会活動 視力検査 6年 

2 火  17 水 2h 地区児童会 視力検査 5年 

3 水 入学式準備 18 木 全国学力・学習状況調査 視力検査 4年 

4 木 入学式 19 金 
1･2hれんげ摘み 2年 内科検診 2年, 
4 年 3 組 5hリコーダー講習会 3年 

5 金  20 土 いきいき広場 

6 土  21 日  

7 日  22 月 家庭訪問① 視力検査 3年 

8 月 始業式 23 火 家庭訪問② 視力検査 2年 検尿① 

9 火 給食開始 ２測定 3,6 年 24 水 家庭訪問③ 省略心電図  検尿② 

10 水 ２測定 2,5年 25 木 家庭訪問④ 視力検査 1年 

11 木 ２測定 1,4年 

 

26 金 家庭訪問⑤ 聴力検査 5年 

12 金 離任式 27 土 いきいき広場 

13 土  28 日  

14 日  29 月 昭和の日 

15 月 
対面式 1年給食開始 
内科検診 3年,4年 1･2 組 

30 火 国民の休日 

【５月初めの主な行事予定】 

7 日 聴力検査 3年 

8 日 
6h 授業 3～6 年 
聴力検査 2年 

9 日 
校外学習 6年 
歯科検診 5年,6-3 

 

 学校だより 

蹉跎西小学校 

枚方市出口６－２０－１ 

TEL.０５０－７１０２－９１０４ 

家庭数 
平成３１年４月９日①号 

さだ西小学校のホームページもよろしく！ 
左のＱＲコードからアクセスできます。 
ブックマークしていただけると幸いです。 

今までありがとう 

ございました。 

これからよろしく 

お願いします。 


