
吉浜小学校の目指す子ども像

ふるさとに誇りをもち、ともに学んで未来を拓く吉浜っ子吉小だより
○ともに学びを深めようとする子 ○主体的に活動できる子学校通信 第１号

○感謝する心をもつ子平成３１年４月９日

ご入学・ご進級おめでとうございます！

高浜市立吉浜小学校長 加 藤 応 子

春爛漫の中、新任式・入学式・始業式を終えて､平成31年度がスタートしました。５月からは令
和元年となり、歴史に残る新年度の幕開けです。
今年度新たに119名の新１年生を迎えた入学式では、毎日元気に登校し、元気よくあいさつをし

てほしいということ、あいさつを通してたくさん友達をつくってほしいということを話しました。
また、新２年生から新６年生には、一つ学年が上がったので、今年できるようになりたいこと

を考え、みんなで語り合い、目標を立ててがんばってほしいと話しました。最後に、在校生を代
表して、児童会長の都築蓮未さんが、「困ったことがあったら何でも話してほしい。」「楽しい
活動がたくさんあるから一緒にがんばりましょう。」とお祝いの言葉を述べました。どの学年の
児童も立派な態度で式に臨むことができ、新しい学年での意気込みを感じました。
今年度、15名の新しい教職員がこの吉浜小学校に着任しました。職員一同力を合わせて、吉浜

小学校の児童が健やかに成長するよう努めてまいります。昨年同様､保護者の
皆様のご理解・ご協力を、よろしくお願いいたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

吉浜小学校教職員の紹介

[校 長] 加藤 応子 [教 頭] 神谷 浩文 [教務主任] 村上 宗久 [校務主任] 門脇由美子

[主任養護教諭] 岩間美和子 [栄養教諭] 長谷川順子 [事務主任] 岩瀨 由子

[少人数指導] 今西麻由美・村越 克実 [音楽専科] 杉浦 千咲 [通級指導] 神谷 朋恵

[日本語指導] 笠松 志奈・羽柴 康子・深谷 豊規 [少人数指導非常勤] 榎本 悦子

[初任研補充] 津田 領子 [ｻﾎﾟｰﾄﾁｨ-ﾁｬ-] 杉浦 可純・牟田 麻未

[ｽｸｰﾙｱｼｽﾀﾝﾄ] 都築麻理奈・河合 加恵・類沢 晃子 [ＡＬＴ] Maeda Elena

[ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ] 谷村 由美・神谷 悠一・浅岡 純子 [ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ] 齋藤貴久子

[ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語通訳者] トルクワット パトリシア [用務員] 土川 直子

（４月５日現在）

学級等 計 担 任 名 学級等 計 担 任 名 学級等 計 担 任 名男 女 男 女 男 女
１年１組 12 17 29 神谷由紀子 ２年１組 16 16 32 西尾真知子 ３年１組 17 14 31 石川 宏介
１年２組 13 17 30 木股 雅斗 ２年２組 16 16 32 中川 恭佑 ３年２組 17 14 31 廣濵真理子
１年３組 12 17 29 木下 淳子 ２年３組 16 17 33 鈴木 夏美 ３年３組 17 13 30 浅井 友紀

鳥山裕美子 近藤 恵理 関口 真紀１年４組 13 17 30 ２年４組 16 17 33 ３年４組 17 14 31
計 50 68 118 計 64 66 130 計 55 12368

学級等 計 担 任 名 学級等 計 担 任 名 学級等 計 担 任 名男 女 男 女 男 女
４年１組 19 14 33 惠良 美保 ５年１組 17 16 33 河合 祐輔 ６年１組 15 17 32 岩月 剛
４年２組 18 15 33 伊藤明希良 ５年２組 17 16 33 金原 園美 ６年２組 14 19 33 杉浦 翔太
４年３組 19 14 33 吉原 大貴 ５年３組 17 15 32 神谷 泰史 ６年３組 15 18 33 杉山小裕美

沓名 知春 竹内 雅代 江坂 雅史４年４組 19 15 34 ５年４組 18 15 33 ６年４組 15 18 33
計 75 58 133 計 69 62 131 計 59 72 131
１ 5 0 5 杉浦 園子よしのめ

２ 2 5 7 ※ゴシック体が学年主任です。よしのめ 杉浦 弘美
名計 7 5 12 総 計 男子(３９２) 女子(３８６) ７７８



今年度から、お世話になります！

よろしくお願い転入 新任の先生方・
いたします。

１ 門脇 由美子（かどわき ゆみこ） 高浜小学校より
２ 鳥山 裕美子（とりやま ゆみこ） 高取小学校より
３ 伊藤 明希良（いとう あきら） 翼小学校より
４ 神谷 泰史 （かみや やすふみ） 南中学校より
５ 中川 恭佑 （なかがわ きょうすけ） 新任〈新規採用〉（吉浜小学校より）
６ 岩瀨 由子 （いわせ ゆうこ） 西尾市立矢田小学校より
７ 深谷 豊規 （ふかや とよき） 再任用（翼小学校より）
８ 杉浦 千咲 （すぎうら ちさき） 新任（高浜小学校より）
９ 鈴木 夏美 （すずき なつみ） 新任（刈谷市立亀城小学校より）
10 木下 淳子 （きのした じゅんこ） 新任（吉浜小学校より）
11 津田 領子 （つだ りょうこ） 新任（高浜小学校より）
12 杉浦 可純 （すぎうら かすみ） 新任（豊田市立山之手小学校より）
13 牟田 麻未 （むた まみ） 新任（高浜中学校より）
14 類沢 晃子 （るいざわ あきこ） 新任（翼小学校より）
15 浅岡 純子 （あさおか じゅんこ） 新任（刈谷市立小垣江小学校より）

長い間、お世話になりました！

ありがとう
ございました。ご退職・転任の先生方

１ 加藤 良三 （かとう りょうぞう） 高取小学校へ
２ 成田 志津 （なりた しづ） 翼小学校へ
３ 松﨑 聖宣 （まつざき きよのぶ） 高取小学校へ
４ 小林 正幸 （こばやし まさゆき） 刈谷市立東刈谷小学校へ
５ 稲垣 友和 （いながき ともかず） 高浜小学校へ
６ 溝口 友里 （みぞぐち ゆり） 知立市立知立小学校へ
７ 杉浦 己喜夫（すぎうら みきお） 港小学校へ
８ 内藤 洋司 （ないとう ようじ） 翼小学校へ
９ 小川 昇汰 （おがわ しょうた） 岡崎市立岩津小学校へ
10 伊吹 亜友美（いぶき あゆみ） ご退職
11 松井 綾那 (まつい あやな） 西尾市立平坂中学校へ
12 池田 奈美 （いけだ なみ） 翼小学校へ
13 小島 奈緒子（こじま なおこ） ご退職

今年度も、「吉小だより」を、月１回程度発行する予定
です。学校の様子や子どもたちのがんばりを、お伝えでき
たらと思っています。また、吉小ホームページのブログで
も学校の様子をお伝えしますのでご覧ください。
今後ともよろしくお願いいたします。




