
令和２年度が始まりました！
校庭の桜が咲き始め、春の暖かな風が心地よい季節となりました。
本日、５０名の１年生を迎えての入学式と、それぞれ進級しての

始業式が無事に終わり、令和２年度がスタートしました。
昨年度末からこれまでの間、新型コロナウィルス感染拡大に伴う3月2日からの臨時休業、

引き続きの春休みと、保護者の皆様には並々ならぬご理解とご協力をいただきました。誠に
ありがとうございました。
学校が無事に再開できホッとしているところですが、今後の学校教育活動については、子

どもの安全･安心と学習保障を早急に考え様々なことを検討していかねばなりません。
現在、文部科学省の「学校再開ガイドライン」や県教育委員会等の指示をもとに、行事や

学習活動の検討を行っております。つきましては、感染拡大防止の3つの条件（密閉･密集
・密接）の重なりの回避と、臨時休業中の学習の未履修内容の補充の必要から、４月～５月
当初の行事予定を以下のように変更させていただくことにしました。５月以降の対応につい
ても、その時点での状況を見ながら対応し、お知らせして参ります。
社会情勢には大きな不安がありますが、入学・進級した子どもたちが希望と期待を持ち、

活気に満ちた学校生活が送れるよう、職員一同精一杯努めて参りたいと思います。保護者の
皆様におかれましても、引き続きご家庭での感染防止に努めていただきますと共に、学校教
育活動へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 （校長 滝沢 克子）

※１ 家庭訪問・参観日を中止としたため、
新担任と顔を合わせていただく機会が
なくなってしまいました。そこで、
２４日（金）の午後に学級ＰＴＡの時
間を設けさせていただくことを検討し
ています。ＰＴＡ総会の行い方と併せ
て、今週中にお知らせいたします。

※２ 部活動は４月中旬頃からの活動を予定
し、検討中です。

※3 ６月実施予定の音楽会は、２学期以降
に延期する予定です。

中止の決定をさせていただいたものには
見え消しの線を、
検討中のものには をつけて
あります。

【 お 願 い 】
・ご家庭では、うがい・手洗い・換気等の他、登校前の検温と健康観察をよろしくお願い
します。登校前の検温で３７.５度以上の熱がある時や体調に不安のある時は登校せず、
自宅で休養するようにしてください。

・学校では、マスク着用での学習となります。手作りマスクでもよいのでご準備ください。
・ご家族が濃厚接触者となったり、お子さんの体調などに心配なことがありましたら、ご
遠慮なく学校にご相談ください。
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【4月～5月初旬の主な行事予定】

＜４ 月＞ （４月６日現在）

６日（月）入学式・始業式（午前）

７日（火）ＰＴＡ専門部会

２年以上給食開始

１０日（金）１年生給食開始

１４日（火）ＰＴＡ代議員会

１６日（木）家庭訪問①

全国学力テスト（６年）

１７日（金）家庭訪問②

２０日（月）家庭訪問③

２１日（火）家庭訪問④

２２日（水）学校応援団総会①

２４日（金）全校参観日

ＰＴＡ総会・学級ＰＴＡ

＜５ 月＞

１日（金）遠足（２～４年）



【令和２年度の新任職員の紹介】

〇 宮島 哲也（みやじま てつや） 北相木村立北相木小学校より
〇 工藤 晶子（くどう あきこ） 上田市立神川小学校より
〇 尾沼 美幸（おぬま みゆき） 東御市立祢津小学校より
〇 松澤 和美（まつざわ かずみ） 新たに着任
〇 宮田 千恵（みやた ちえ） 上田市立中塩田小学校より
〇 野村 恭子（のむら きょうこ） 東御市立田中小学校より
〇 大川 雅也（おおかわ まさや） 上松町立上松小学校より
〇 磯谷 梨紗（いそがい りさ） 上田市立塩田西小学校より
〇 青野 緑（あおの みどり） 松本市立大野川中学校より
〇 宮澤 雅明（みやざわ まさあき） 上田市立神川小学校より
〇 滝沢めぐみ（たきざわ めぐみ） 上田市立第一中学校より

【令和２年度 職員組織】

校長 滝沢 克子 教頭 宮島 哲也
１年 １組 ○髙橋 玲 ２組 山口 美貴
２年 １組 ○中嶋 優子 ２組 立花 潤 ３組 青野 緑
３年 １組 ○浅野井さお里 ２組 大川 雅也
４年 １組 ○齋藤 直毅 ２組 竹谷 尚里 ３組 近藤 敬子
５年 １組 ○堀 哲史 ２組 小林 省子 ３組 片井 翔太
６年 １組 ○菊池 衛 ２組 石川 隆 ３組 浦野 伸一
なかよし１組 齋木 美奈 なかよし２組 野村 恭子
ことばA 髙山祐二郎 ことばB 武井真由美
まなびA 宮田 千恵 まなびB 大嵩崎めぐみ
理科専科 滝沢 智子 音楽専科 清水 明子
英語専科 尾沼 美幸 日本語教室 工藤 晶子
養護教諭 清水 育恵 初任研指導 宮澤 雅明
ｽｸｰﾙ・ｻポｰﾄ・ｽﾀｯﾌ 高野 里織 子どもと親の相談員 田中比央礼
事務（県） 小川原寛幸 事務（市） 長坂 啓子
学校司書 磯谷 梨紗 特別支援教育支援員 小林 法子
特別支援教育支援員 小林 紫乃 特別支援教育支援員 松澤 和美
庁務 小胎 俊一 ALT ソ ビビアナ
養護教諭補助 滝沢めぐみ 研修（信州大学） 服部 直幸
研修（信濃教育会） 中山 弘樹 育休 松本 朝恵
校医 内科 宮坂 崇 耳鼻科 飯島 正道 歯科 柳澤 清彦

歯科 松原 茂 眼科 甲田 尚也
薬剤師 宮島 早代

お世話になります。
よろしくお願いいたします。

【 お知らせ 】
○ 昨年度末に日課を見直し、今年度 下校時刻が以下のように変わっています。

５時間授業の日・・・１４：４０ ６時間授業の日・・・１５：３０
よろしくお願いします。

◇ 本年度も、学校だより「花とみどりと笑顔」で様々な学校の様子を発信していきたい
と思います。よろしくお願いいたします。 （担当・文責：教頭 宮島 哲也）


