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北九州市立医生丘小学校    お……おもいやりのある子ども 

平成２９年４月１８日    校 長  田 口  誠     か……からだをきたえる子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度の教職員の異動 
 本年度は、以下の教職員の人事異動がありましたのでお知らせします。 

☆ 転 出 ☆ 

上坂 正之 先生（退職）            西村 照夫 先生（特別支援教育相談センターへ） 

芳野 聖子 先生（八幡西区 筒井小学校へ）   日永 利惠子 先生（八幡西区 引野小学校へ） 

竹内 麻美 先生（八幡西区 折尾西小学校へ）  平野 友香理 先生（八幡西区 木屋瀬小学校へ） 

山﨑 強 先生 （八幡西区 浅川小学校へ）   上田 早苗 先生（八幡西区 千代小学校へ） 

堀尾 まゆみ 先生（若松区 ひびきの小学校へ） 上野 由起 先生（八幡東区 高見小学校へ） 

菅原 早知子 先生（八幡西区 楠橋小学校へ）  尾上 秀司 先生（八幡西区 木屋瀬小学校へ） 

上原 三奈 先生（タイ日本人学校へ）          

☆ 転 入 ☆ 

大峯 好之輔 先生（八幡西区 楠橋小学校より） 島崎 弘恵 先生（八幡西区 萩原小学校より） 

小野 理衣 先生（八幡西区 星ヶ丘小学校より） 石松 由香利 先生（八幡西区 八枝小学校より） 

隼田 優汰 先生（新規採用教諭）        山本 英里可 先生（新規採用教諭） 

橋口 直美 先生（八幡西区 光貞小学校より）  宍戸 えり子 先生（八幡東区 河内小学校より） 

石川 哲也 先生（八幡西区 八児小学校より）  大家 輝幸 先生（八幡西区 木屋瀬小学校より）  

増本 光子 先生（若松区 修多羅小学校より）  宮下 修司 先生（初任者指導教員） 

 

 

 校庭を吹く風が暖かくなり、花壇やプランターの花々が色とりどりに美しく咲いています。 

 ４月７日に始業式をおこない、新学期が始まりました。１２日には入学式を終え、１年生７２名、２年

生１０６名、３年生９３名、４年生１００名、５年生８６名、６年生７７名、あすなろ１組５名、あすな

ろ２組６名、総計５４５名の元気な医生丘小の子どもたちが揃いました。どのクラスも新しい教室で、新

しい先生や友だちと一緒に、張り切って平成２９年度のスタートを切りました。 

本年度も学校教育目標の達成に向け、ご家庭と連携して、全教職員一丸となって取り組んで参ります。

ご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
        ＜学 校 教 育 目 標＞ 

心美しく かしこく たくましい子の育成 

 ～知・徳・体の調和のとれた児童の育成をめざし～ 

      ○ 思いやりのある、なかよく助けあう子 

        ○ 進んで学び、考え、わかり、できる子  

        ○ 健康で、ねばり強く実行できる子 

 



 

 本年度も昨年度に引き続き、スクールカウンセラーとして 奥 いづみ 先生 が来校し、家庭や学校での

子どもの状況についての教育相談を実施します。また、また、小中連携推進を担当する 馬越 かおり 先生

が来校し、学習指導や担任補助を行います。さらに、学力向上推進教員の 寺田千佳子 先生 が、毎週金曜日

に来校し、各学級の学習支援を行っていきます。 

 

 

保護者の皆様へのお願い 

 お子さんが病気や通院等で欠席もしくは遅刻する場合、お電話でのご連絡は、必ず８時３０分前に連絡

していただきますよう、ご協力をよろしくお願いします。【医生丘小 ℡ 093-603-0362】 

校 長 田口  誠 ４年１組 石松 由香利 学力アップ 増本 光子 

教 頭 大峯 好之輔 ４年２組 隼田 優汰 特別支援学級補助 村尾 知咲 

教務主任 奈木野 真紀子 ４年３組 坂東 香織 初任者指導 宮下 修司 

１年１組 伊達 優衣 ５年１組 安達 裕子 養護教諭 白石 佳代子 

１年２組 吉田 恵美 ５年２組 貞末 章仁 栄養職員 宍戸 えり子 

１年３組 橋口 直美 ５年３組 馬場 壮俊 県費事務 坂本 雄一 

２年１組 島崎 弘恵 ６年１組 酒井 康年 市費事務 村田 あつ子 

２年２組 辻   歩惟 ６年２組 中村 舞希 校 務 員 大家 輝幸 

２年３組 菊池 真衣 ６年３組 福田 さゆみ 
スクール 

カウンセラー 
奥 いづみ（本城中） 

２年４組 原田 祐介 あすなろ１組 藤井  光 小中連携指導 馬越 かおり 

３年１組 小野 理衣 あすなろ２組 落石 由紀 学力向上推進 寺田 千佳子 

３年２組 山本 英里可 理科専科指導 内田 政典 
ICT 

サポーター 未定 

３年３組 松尾 啓司 理科専科指導 石川 哲也 ＡＬＴ 未定 

日 曜 内      容 

１７ 月 発育測定 6年、聴力検査 2年 学級写真撮影→18日に延期 

１８ 火 ※全国学力・学習状況調査６年  発育測定 2,5年      

１９ 水 発育測定 3,4年   

２０ 木 尿検査 1回目  クラブ活動  ※1年生給食開始 

２１ 金 子ども読書の日の取組  視力検査 5,6年 

２２ 土 土曜日授業 学習参観２校時、ＰＴＡ総会  夏の体操服販売（生活科室） 

２４ 月 視力検査 4年                       ※家庭訪問１日目 

２５ 火 視力検査 3年                       ※家庭訪問２日目 

２６ 水 視力検査 2年                       ※家庭訪問３日目 

２７ 木 尿検査２回目                       ※家庭訪問４日目 

２８ 金 視力検査 1年 

２９ 土 昭和の日  

５/１ 月 聴力検査 1年 

２ 火 ※1年生歓迎集会・歓迎遠足（大浦南公園） 

 ３ 水 憲法記念日 

 ４ 木 みどりの日 

 ５ 金 こどもの日 

 ８ 月 聴力検査あすなろ 1,2組（視力・発育測定も実施） 内科検診 5,6年 

９ 火 内科検診 3,4年  ※リコーダー講習会３年 

１０ 水 発育測定１年、内科検診 1,2年,あすなろ 1,2組   

平成２９年度 職員構成 


