
平成３１年 4 月１２日 

美咲町立美咲中央小学校 

    4 月号 

                  

   ご入学ご進級、おめでとうございます 
    ～１８９名の児童と共に、平成３１年度がスタートしました。～ 

 

校庭に桜が咲き、鶯の声が響き渡る春、４月８日に着任式・始業式を行い、新たに２名

の仲間（３年生１名、４年生１名）が転入してきました。そして９日の入学式には、新１ 

年生３８名（男子１９名、女子１９名）を迎えて、平成３１年度の美咲中央小学校は、全 

校児童１８９名、保護者世帯数１３３戸で、元気にスタートです。 

始業式や入学式に臨む子どもたちの様子は、明るく朗らかで笑顔があふれ、新しい学年

への期待ややる気が十分に感じられました。毎日の学校生活を大切にして、大きく賢く成

長してくれることを願っています。 

 子どもたちが、「学校は楽しい」「今日も頑張ろう」といえる 

ような学校にできるよう、全職員の組織力を発揮し、力を合わ 

せて最善を尽くしてまいります。保護者の皆様、地域の皆様、 

どうぞご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

◎学校教育目標『心豊かにたくましく、ともに学び合う子どもの育成』 

○目指す児童像 かしこい子【知】 思いやりのある子【徳】 たくましい子【体】 

         

○指導の重点 ◇ 基礎・基本の定着と活用する力の充実を図る主体的な学びづくりに 

         努める。 

       ◇ 互いに認め合い、共に育つことのできる集団づくりに努める。 

       ◇ 心身共に健康でたくましい心と体づくりに努める。 

 

今年度の美咲中央小スタッフです。よろしくお願いします。 

校 長 中嶋 雅子 専科 牧野  学 校務員代員 國米 修二 

教 頭 西山 恵子 長期研修 鈴木 秀和 栄養士（兼務） 清水 眞弓 

指導教諭 山本 明美 非常勤講師 物部 博子 調理員 野村 正子 

１年担任 勝田 ひろみ 英語講師（兼務） 室井 久美子 調理員 若林 玲子 

２年担任 大口 智子 養護教諭 直原 泰枝 調理員 谷本 真紀 

３年担任 尾上 賀子 学校事務 小林 ミカ 調理員 下山 千鶴 

４年担任 田原 理江 授業支援 片山 みか 図書司書（毎火） 徳永  舞 

５年担任 前西 真希 授業支援 平尾 永子 スクールカウンセラー 金嶋 京子 

６年担任 忠政 彰浩 学習支援 藤田 希和 地域支援コーディネーター 野津 貴子 

たんぽぽ学級 黒瀬 靖彦 登校支援 谷平 良子 ＡＬＴ（毎木） マーティン・ユーエン 

なでしこ学級 小椋 知之 小１グッド 杉山 真由美  

なのはな学級 延原 健太 校務員  髙田 美智子 

校報美咲中央だより    



平成３１年度当初人事異動 

転 出・退 職 職 員 

石井 惠子 教諭  （真庭市立河内小へ） 

片山 恵  教諭   （久米南町立神目小へ） 

杉本 優子  講師  （ご退職） 

山岡 亜矢 授業嘱託（美咲町立柵原西小へ） 

伊藤華奈子 栄養士 （ご退職 倉敷市保育園へ） 

＊大変お世話になりました。新しい任地 

での益々のご活躍をご祈念 

いたします。 

＊黒瀬靖彦教諭は、この３月末で退職しまし 

たが、再任用で引き続き、本校勤務です。 

＊新しく仲間入りした職員につきまして、 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

転 入 職 員 

延原 健太 教諭   （津山教育事務所より） 

大口 智子 教諭  （新採用） 

前西 真希 講師  （大阪市立新北島小より） 

室井久美子 講師  （４校兼務 英語担当） 

平尾 永子 授業嘱託（美咲町立柵原西小より） 

藤田 希和 支援員 （新採用） 

谷平 良子 支援員 （新採用） 

杉山真由美 小１グッドスタート支援員（新採用） 

清水 眞弓 栄養士 （柵原東小と兼務） 

下山 千鶴 調理員  

金嶋 京子 スクールカウンセラー 

國米 修二 校務員代員  

 

◆４月の主な行事  ＊参観日や家庭訪問では、大変お世話になります。 

１２日（金）離任式       １６日（火）避難訓練 

１７日（水）歯科検診      １８日（木）全国・県学力学習状況調査      

１９日（金）参観日、PTA 総会、学級懇談  一斉下校 1４:１0 

 ２２日（月）～２５日（木）家庭訪問 短縮３校時 給食あり  一斉下校 1２：４０ 

 ２６日（金）春の遠足 縦割り遊び （お弁当） 
 

平成３１年度主な学校行事予定です。 ☆予定ですので変更することがあります。 

＊ ５月   ７日（火）遠足予備日（お弁当） 

      １５日（水）中央中学校区保小中一斉児童生徒引き渡し訓練 

     ２７日（月）２８日（火） ５年海事研修（渋川青年自然の家） 

＊ ６月  １３日（木）１４日（金） ６年修学旅行（京都・奈良方面） 

     １８日（火）参観日 PTA 救急法講習会  地区懇談会  

＊ ７月  ２４日（水）終業式 ５校時 給食あり＊５月に１０連休が入るため、授業時数確保の為 

     ２５日（木）２６日（金）２９日（月）サマースクール、個人懇談 

      ３０日（火）美咲町水泳記録会 

＊ ８月  ２１日（水）登校日 ３校時 給食なし 

２７日（火）始業式 ４校時 給食開始  ２９日（木）・３０日（金）作品展 

３１日（土）ＰＴＡ環境整備 ＊９月１日（日）ＰＴＡ環境整備予備日 

＊ ９月 ２１日（土）運動会   ２４日（火）振替休業日 

＊10 月   ３日（木）美咲町陸上記録会 

１１日（金）社会見学（お弁当）  19 日（土）美作陸上記録会 

＊11 月  ９日（土）学習発表会 ５校時 給食あり  １１日（月）振替休業日 

     ２７日（水）人権参観日 PTA 人権研修会 学級懇談 

＊12 月 ２４日（火）終業式 ５校時 給食あり 

＊ １月  ８日（水）始業式 ４校時 給食あり 

＊ ２月  ４日（火）入学説明会   ２０日（木）参観日・懇談            

＊ ３月 １９日（木）卒業式 ３校時 給食なし  ２６日（木）修了式 給食なし 

＊地域の皆様、今年度も児童の登下校の見守りを、どうぞよろしくお願い申し上げます。 


