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学 校 だ よ り
平成３１年 ４月９日
（入 学 号）

新年度スタート！
４月４日（木）、入学式・着任式・始業式が行われました。８

０名の新一年生を迎え、全校児童５３２名、そして１８名の新任
職員を迎え、全職員４９名で、平成３１年度がスタートしました。
１年生の皆さん、川辺小学校へのご入学、おめでとうございま

す！校長先生の話をしっかり聞くことができました。また、「ど
きどきどん 1 年生」の歌を元気よく歌いました。校長先生のお話
にあった、「耳」…先生やお友達の話をよく聞く、「口」…元気に
あいさつ、そして「目」…車が来ないかよく見る、の約束を大切
に、元気に学校生活をがんばっていきましょう。
一学年ずつ進級した子どもたちも張り切って登校しました。新

３・５年は学級編制替えがあり、新しい学級でのスタートです。キラキラした目と優しい笑顔が
たくさん見られました。
今年度も、以下の学校目標のもと、子どもたちの「知」「徳」「体」ともに調和のとれた成長

を目指し、学校運営に取り組んでまいります。ご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

平成３１年度 川辺小 学校目標
たくましく かしこい子どもの育成
［めざす子どもの姿］

◎ 深く考え取り組む子ども ［知］ → 「かんがえよう」
◎ 思いやりのある子ども ［徳］ → 「つなげよう」
◎ 健康でがんばりのきく子ども［体］ → 「きたえよう」

平成３１年度川辺小職員組織です。職員一同、心を一つにしてがんばります！！

校長 上野 勝裕 理科専科 北澤 聖一
教頭 龍野 正和 音楽専科 丸山美和子
1-1 尾和 香織 養護 丸山 美恵
1-2 上原久仁子 保健室補助 手塚 実穂
1-3 大森由貴子 保健室補助 関 久美子
2-1 横山 郁恵 ＡＬＴ オガワサトエ
2-2 仲沢 早織 特別支援教育支援員 荻原 元子
2-3 百瀬 直仁 特別支援教育支援員 平出 智子
3-1 田中 裕 特別支援教育支援員 半田 真弓
3-2 荒井 千尋 心の教室相談員 大澤 恭子
3-3 橋本美穂子 事務 塚田 香絵
4-1 大蔵 英治 事務 真野 佳代子
4-2 茅野 幸江 栄養教諭 八巻 恵子
4-3 山下 博 図書館事務 六川美奈子
5-1 荻原 規 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 宮島 順
5-2 小川 美里 庁務員 竹内 功
5-3 山辺 圭 給食 幸平 正嗣
6-1 平田 敬志 給食 佐藤 浩二
6-2 山野井美和 給食 杉浦 美緒
6-3 倉根 広大 給食 吉田 裕子
6-4 堀内 宏悦 給食 坂中えり子

なかよし１ 山邉 明美 給食 掛川 弥生
なかよし２ 橋詰 美鈴 給食 福澤由美子
なかよし３ 松本 健二 給食 中澤 千鶴
信大内地留学 大和 真梨



平成３０年度末転退職員 平成３１度転入職員

宮澤 剛彦 校長 長野市立三本柳小学校へ 上野 勝裕 校長 上田市立清明小学校より
滝澤 博子 教頭 上田市立本原小学校へ 龍野 正和 教頭 木島平村立木島平中学校より
髙橋 和幸 上田市立川西小学校へ 橋本美穂子 上田市立東塩田小学校より
小林 操 長野市立篠ノ井西小学校 田中 裕 上田市立丸子中央小学校より
小山 法恵 上田市立東塩田小学校へ 茅野 幸江 東御市立祢津小学校より
中村 順子 退職 丸山美和子 上田市立清明小学校より
南澤 友美 千曲市立埴生小学校へ 荻原 規 上田市立神科小学校より
鈴木 弘子 退職 大森由貴子 長野市立通明小学校より
伊藤真理子 佐久市立中佐都小学校へ 横山 郁恵 上田市立神科小学校より
細田 啓介 長野市立古牧小学校へ 松本 健二 信大付属特別支援学校より
千野 周 上田市立塩尻小学校へ 大蔵 英治 飯田市立飯田西中学校より
田中 アン 上田市立川西小学校へ 荒井 千尋 須坂市立日野小学校より
石井美鶴穂 上田市立浦里小学校へ オガワサトエ 上田市立東小学校より
石崎 広志 上田市生活環境部へ 六川美奈子 新規採用
西嶋 泉 上田市立武石小学校へ 関 久美子 上田市立第六中学校より
西村 藍 松本ろう学校へ 半田 真弓 新規採用

佐藤 浩二 第二給食センターより
福澤由美子 上田市立武石小学校より

《お知らせとお願い》

・昨日「ガス工事のお知らせ」のプリントを配布いたしました。学校でも安全に登校できるよう
指導しますが、家庭でもプリントをご確認いただき、安全に気をつけて登下校できるようお話し
ください。工事期間は 4 月 15 日（月）～ 5 月 17 日（金）です。この工事は、各教室にエアコン
を設置するためにガス管を改修するためのものです。

・今週 12 日（金）は全校参観日、PTA 総会です。お忙しい中とは存じますが、ご都合を付けて
是非ご来校ください。

◇参観授業 １３：１５～１４：００ 児童下校１４：１０

◇合唱班発表 １４：１５～１４：２０

◇ PTA総会 １４：２０～１５：１５

◇学年･学級 PTA １５：２５～１６：２０


