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児童数 合計１１５３名

令和４年４月６日(水)

文責：教頭 藤本

令和４年度 志免西小学校の教育目標

「地域に愛着をもち、自ら学ぶ夢や志をもった子どもの育成」
令和４年度 めざす子ども像

気づき・考え・実行する子ども

～「自ら気づく子ども」「問いをもって考える子ども「ともに実行する子ども」～

進級 おめでとうございます
令和４年度、新学期が始まりました。進級おめでとうございます。
校内に子どもたちの元気な声が戻ってきました。まだまだ新型コロナウイルス感染

症拡大防止のために、様々な制約がありますが、その中でも子どもたちが充実した学
校生活が送れるよう取り組んでいきたいと思います。
志免西小学校では今年度も、思いやりの行動を算数に例えた「思いやり算」と挨拶

・掃除・チャイム席・勉強の４つについての合い言葉「西っ子運動」を大切にしてい
きます。志免西小学校全職員も気持ちを新たに、「思いやり算」と「西っ子運動」を合
い言葉にして子どもたちと共に頑張っていきますので、保護者の皆様も、ご家庭でお
子様に「思いやり算」と「西っ子
運動」の声かけをよろしくお願い
します。
本年度は、「気づき・考え・実

行する子ども」の育成をめざし、
全職員一丸となって尽力してまい
ります。保護者の皆様方、地域の
皆様方のご協力をよろしくお願い
いたします。

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。

川上 雄一郎 教頭（志免中央小へ）

崩口 正博 （須恵第三小へ）

古賀 寛之 （太宰府市立水城小へ）

阿部 沙織 （志免南小へ）

有田 夏樹 （勢門小へ）

藤木 直子 （井野小へ）

古賀 裕二 （粕屋西小へ）

草場 秀一 （ご退職）

野口 貴生 （ご退職）

田中 絵莉子（ご退職）

池田 信一 （ご退職）

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。

山下 和彦 教頭（福岡教育事務所より）

澤山 比呂 （新規採用）

中野 時広 （新規採用）

古賀 麻衣 （築城特別支援学校より）

田島 亜矢子（宇美東小より）

井上 利奈 （須恵第三小より）

鬼丸 浩洋 （須恵第三小より）

後藤 久美子（須恵第三小より）

永田 ゆみ子（桜原小より）

岡口 侑己 （新規採用）



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8:20、各担任が教室で出席の確認をします。その時点で欠席等の連絡がなく、登校できていない児

童については、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、連絡が入っていない場合は、手
分けして、児童の自宅や保護者の携帯（状況によっては勤務先）に確認の連絡をさせていただいています。
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。そのため毎朝、所在に
ついての確認を必ず行っています。（※マチコミメールでの欠席・遅刻連絡は受け付けていませんので、
必ず電話での連絡をお願いします。）
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。

なお、昨年に引き続き、学校からの連絡は、０８０－４９７９－４９１４、同５０３６、同５０８４、
同５１７７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。また、志免町では、小学校の
電話対応時間は７：３０～１８：００（学校定時退校日は１６：５０まで）となっております。それ以外
の時間は留守番電話対応になっています。（新型コロナ関係の連絡は０８０－４９７９－５０８４に）

５月の行事予定
日 校 内 行 事

2 月 部友別個人懇談④ 歓迎集会

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 木 聴力検査５年 安全の日

9 月 クラブ決め４年 聴力検査２年

10 火 聴力検査3年 代表委員会

11 水 委員会

17 火 歯科検診1，2年

20 金 眼科検診5，6年

23 月 耳鼻科検診３年

27 金 運動会準備

28 土 運動会

30 月 運動会の振替休日

※ ２８日（土）の運動会につきましては、実施形態などが

未定ですので、詳細が決まりましたら、改めてお知らせ

いたします。

令和４年度 志免西小学校のスタッフです！
校 長 阿部 美樹 ２年１組 内田 英憲 ６年３組 守永 直人
第一教頭 藤本 昭義 ２年２組 後藤 久美子 ６年４組 堀之内麻友
第二教頭 山下 和彦 ２年３組 澤山 比呂 ６年５組 登立 成哉
主幹教諭 坂本 恭子 ２年４組 宮原 千尋 ６年６組 手嶋 奈美
さくらんぼ１ 清水 理奈 ２年５組 田中 杏華 初任者指導 西村 ひろみ
さくらんぼ２ 岡 美奈子 ３年１組 宮本 伊織 少人数指導 瀬在丸愛華
さくらんぼ３ 田中 美保 ３年２組 山下 裕暉 高学年専科 内田 由美
さくらんぼ４ 安部 美砂子 ３年３組 中野 時広 通級指導１ 髙山 久美子
さくらんぼ５ 田島 亜矢子 ３年４組 徳永 絢華 通級指導２ 安永 涼子
さくらんぼ６ 藤木 健志 ３年５組 桑野 桃香 通級指導３ 古賀 麻衣
さくらんぼ７ 平尾 隆 ３年６組 鬼丸 浩洋 学習支援 表 和美
さくらんぼ８ 遠藤 健司 ４年１組 小山 健人 学習支援 福山 鷹志
さくらんぼ９ 山下 康子 ４年２組 有田 美里 学習支援 松井 淳志
さくらんぼ10 荒川 あや ４年３組 三浦 文乃 学習支援 福永 美紀
さくらんぼ1１ 井川 温子 ４年４組 山本 将太 学習支援 片原 歩佑美
さくらんぼ補助 日高 真須美 ４年５組 折附 竜哉 養 護 松永 玲子
さくらんぼ補助 塩見 藍 ４年６組 権丈 街子 養 護 井上 わかな
さくらんぼ補助 大江 公二 ５年１組 永田 ゆみ子 県費事務 柴田 啓司
さくらんぼ補助 小川 幸恵 ５年２組 中畔 里桜 県費事務 岡口 侑己
１年１組 山田 晶子 ５年３組 楢原 正也 栄養教諭 津留 智美
１年２組 井上 利奈 ５年４組 柴﨑 文香 図書司書 渡邉 恵里
１年３組 加倉 理恵 ５年５組 永仮 咲季 町 事 務 西山 智恵
１年４組 油布 雄己 ６年１組 瀬戸 弘美 用 務 員 寺田 保則
１年５組 佐伯 幾子 ６年２組 長嶺 千歩 Ａ Ｌ Ｔ （未定）

４月の行事予定
日 曜日 校 内 行 事

６ 水 離赴任式、始業式 １２：０５下校（～８日）

８ 金 発育測定４，５，６年

1１ 月 給食開始 大掃除 入学式準備(６年生)

発育測定２，３年

1２ 火 入学式（２～６年はお休み）

1３ 水 委員会 視力検査６年

14 木 視力検査５年、４の１

15 金 視力検査４の２～６、３の１ 保健関係書類提出

18 月 発育測定１年 尿検査容器配付 クラブ決め６年

19 火 １年給食開始 全国学力学習状況調査６年

視力検査３の２～６，２の１

20 水 視力検査２の２～５、１の１

2１ 木 視力検査１の２～５

2２ 金 歯科検診５，６年

23 土 土曜授業（部友別参観） 弁当の日 １４：５５下校

25 月 振替休日

26 火 クラブ決め５年 部友別個人懇談①

27 水 部友別個人懇談②

28 木 部友別個人懇談③

29 金 昭和の日


