
志免西小学校の新鮮な情報を、ホームページで公開しています。◇「志免西」で検索してください。
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令和２年５月１日(金)

文責：副校長 竹下 修

令和２年度 志免西小学校の教育目標
「豊かな心を持ち、役立つ喜びを分かち合う、
知・徳・体の調和のとれた子どもの育成」
令和２年度 めざす子ども像

「他者との交流」を大切にし、生きて働く「生活力と学力」を高める子どもの育成

～「学校が楽しい」と言える子ども１００％を目指して～

学校長から
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が解除されない中、学校は臨時休業が延長され、保護者の

皆様、地域の皆様、そして何よりも子どもたちにご心配とご迷惑をおかけしております。お子様の健康状態はいかがで
しょうか。職員一同、一日も早い学校再開を望み、学校中に子どもたちの笑い声が溢れる生活を思い浮かべながら、
来たるべき日に向けて日々再開の準備を進めているところです。
さて学校再開日には、子どもたちに西小みんなで大切にしている『思いやり算』と『西っ子運動』についてお話し

するつもりです。特に、「自分から、『だいじょうぶ？』と『思い』を『やる』」ことが大切です。そのことを通して、友達も
私のことを大切にしてくれるのです。周りの人に求めることから始めるのではなく、自分から
『あたえる』『やる』ことを大切にしましょう。『西っ子運動』の『にこにこあいさつ』も同じで
す。まずは『自分から“にこにこあい
さつ”をする”』からこそ友達もあい
さつを返してくれるようになるので
す。」というお話をしたいと思います。

離任職員の紹介
本年度、志免西小学校から退職、他の学校等

へ異動した職員です。

今長谷 義孝（千鳥小）

佐藤 千晶 （志免中央小）

小南 久代 （ご退職 粕屋中央小）

東 美津子 （ご退職）

堀 剛 （大川小へ）

安河内 美保（粕屋中央小へ）

奥 悠香 （志免東小へ）

中次 小百合（山田小へ）

大口 加那子（ご退職）

稲垣 江美香（東光中へ）

石橋 留美子（塩田中へ）

中島 裕詞 （仲原小へ）

津島 亮 （宇美東中へ）

大隣 美保 （引津小へ）

鶴浜 凌 （志免東中へ）

西 朋美 （前原中へ）

立脇 匠 （内浜中へ）

中村 奈穂子（ご退職）

中山 典子 （志免中へ）

藤田 あゆみ（福浜小へ）

赴任職員の紹介
本年度、他の学校等から志免西小学校に異動し

て来た職員です。

川上 雄一郎 （原田小より）

中牟田 いずみ（志免南小より）

手嶋 奈美 （粕屋西小より）

宮本 伊織 （新規採用）

山本 将太 （新規採用）

堀之内 麻友 （新規採用）

清水 理奈 （須恵第一小より）

山田 晶子 （須恵第一小より）

中島 千歩 （立岩小より）

井上 わかな （須恵中）

松永 玲子 （桜原小より）

古賀 裕二 （大野南小より）

阿部 大地 （志免南小より）

守永 直人 （志免南小より）

水本 佳代 （志免中央小より）

福永 美紀 （新規採用）



令和２年度 志免西小学校のスタッフです！
校 長 陶山 嘉一 ２年４組 守永 直人 初任者指導 山下 裕暉
副 校 長 竹下 修 ２年５組 井川 温子 学習支援 池田 信一
教 頭 川上 雄一郎 ３年１組 権丈 街子 学習支援 草場 秀一
主幹教諭 中牟田 いずみ ３年２組 古賀 寛之 学習支援 西村 ひろみ
さくらんぼ１ 薮田 ゆかり ３年３組 藤野 美紀 学習支援 馬渡 恵子
さくらんぼ２ 藤木 健志 ３年４組 山本 将太 通級指導 髙山 久美子
さくらんぼ３ 松下 由希子 ３年５組 坂口 慧 通級指導 安永 涼子
さくらんぼ４ 丸山 智子 ４年１組 井本 美由紀 通級指導 平尾 隆
さくらんぼ５ 安部 美砂子 ４年２組 宮本 伊織 養 護 松永 玲子
さくらんぼ６ 清水 理奈 ４年３組 登立 成哉 養 護 井上 わかな
さくらんぼ７ 遠藤 健司 ４年４組 印藤 文香 県費事務 古賀 裕二
さくらんぼ８ 水本 佳代 ４年５組 鼻岡 美里 県費事務 柴田 啓司
さくらんぼ９ 阿部 大地 ４年６組 小山 健人 栄養教諭 津留 智美
さくらんぼ10 藤原 佑一 ５年１組 加倉 理恵 図書司書 渡邉 恵里
さくらんぼ補助 大江 公二 ５年２組 福山 鷹志 町 事 務 西山 智恵
さくらんぼ補助 小川 幸恵 ５年３組 瀬戸 弘美 学級補助員 福永 美紀
さくらんぼ補助 井上 千鶴 ５年４組 楢原 正也 初任研補助 竹重 宏子
さくらんぼ補助 日髙 真須美 ５年５組 山田 晶子 初任研後補充 藤田 真澄
１年１組 藤木 直子 ６年１組 津留﨑 由里子 用 務 員 寺田 保則
１年２組 折附 竜哉 ６年２組 内田 英憲 育 休 畑島 愛海
１年３組 田中 杏華 ６年３組 崩口 正博 育 休 阿部 沙織
１年４組 油布 雄己 ６年４組 永仮 咲季 育 休 佐伯 幾子
１年５組 堀之内 麻友 ６年５組 中島 千歩 育 休 畑野 絵梨
１年６組 手嶋 奈美 ６年６組 山下 康子 育 休 瀬在丸 愛華
２年１組 有田 夏樹 少人数指導 合屋 奈津美 育 休 宮原 千尋
２年２組 田中 絵莉子 少人数指導 七俵 茉里
２年３組 桑野 桃香 少人数指導 中尾 祐美

保護者の皆様へお願い ～遅刻や欠席の連絡について～

【電話連絡と電話対応時間について】
毎朝８時20分、各担任が教室で出席の確認をします。その時点で教室にいない子どもにつ
いては、欠席等の連絡が入っていないかインターホンで職員室に確認をします。職員室では
保護者からの連絡が入っていないか確認をし、連絡が入っている場合はその旨を担任に伝え、
連絡が入っていない場合はすぐに数人で手分けして、児童の自宅や保護者の携帯に確認の連
絡をしなければならなくなります。それは、登校途中で事故や事件に巻き込まれている可能
性が考えられるからです。（通院等の移動中であるために電話ができなかったり、うっかり連
絡を忘れていたりする場合もあるとは思いますが。）
そこで、朝の授業開始をスムーズにするために、遅刻・欠席の連絡は必ず８：２０までに
学校代表電話「９３５－００５９」に入れていただきますよう御協力をお願いいたします。
昨年度より学校からかかる電話の回線が増加しております。
固定電話の９３５－００５９だけでなく、携帯電話の ０８０－４９７９－４９１４

０８０－４９７９－５０３６
０８０－４９７９－５０８４
０８０－４９７９－５１７７

以上の４回線から電話がかかることがありますので、ご注意ください。この４回線に折り
返しをいただいた場合、志免西小学校の固定電話につながるように設定されております。こ
れからは上記の番号から着信がある場合が増えることと思います。
よろしくお願いいたします。
また、志免町では、小学校に於ける電話対応時間は、午前７時３０分～午後６時３０分と

なっております。定時退校日として設定しております日につきましては、午前７時３０分～
午後４時５０分と設定しております。定時退校日は学校通信等を通してお知らせいたします。

【遅刻や早退の対応について】
病院での診察等の理由で、遅刻や早退される際には、お子様の送迎を教室までし
ていただき、安心して学校生活が送れるようにお願いいたします。


