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令和４年度学年担任等
学年 組 担任等氏名 担当地区

１
１

Ａ 矢野 昌子 古和田
２ Ｂ 田中 理砂 田中小より 中三谷
３ Ａ 西 遥花 橋本市紀見小より 北勢田
４

２
Ｂ 小島 和幸 登尾･豊田・枇杷谷

５
３

Ａ 池端 楓 八尾市亀井小より 古和田
６ Ｂ 上原 望 中三谷
７

４
Ａ 長岡 貴裕 新規採用 北中

８ Ｂ 西本 圭吾 南中
９

５
Ａ 柳屋 研人 名手小より 池田新

１０ Ｂ 久保 翔基 東国分･上川･高畝
１1

６
Ａ 永岡 真一 中三谷

１２ Ｂ 水上 祐里 古和田
１３

ポ
Ａ１ 西田 小百合 北中

１４ Ａ２ 山田 栄美 古和田
１５

プ
Ａ３ 小川 玲 南勢田

１６ Ｂ１ 田中 さくら 東三谷
１７

ラ
Ｂ２ 本多 望 西三谷

１８ Ｂ３ 守道 元春 名手小より 西三谷
１９ 林 秀美 神領・東西山田
２０ 江口 直樹 北大井
２１ 専科･ＴＴ等 中西 薫 重行
２２ 野田 大介 粉河小より 東国分･上川･高畝
２３ 藤本 由佳子 和歌山市楠見東小より 南中
２４ 拠点校指導員 小山 幸作 初任者指導
２５ 養 護 岡村 莉沙 中貴志小より
２６ 事 務 江川 香里 田辺市中芳養小より
２７ 非常勤講師 高階 米里
２８ 非常勤講師 岩根 利子
２９ 井上 知子
３０ 介 助 員 榎本 章子
３１ 井上 圭造
３２ 校 務 員 岡 眞由美
３３ S S S 谷口 基子 教員業務支援員
３４ 外国語指導員 北谷 まゆみ
３５ 外国語指導員 木村 登志子
３６ 図書館司書 東 敦子
３７ 研 修 員 西中 善彦 和歌山県教育センター学びの丘へ出向
３８ 教 頭 迫間 有紀
３９ 校 長 上野 大雄

令和４年度 スタート よろしくお願いします。
今年度は５９名の新入生を迎え、４月１１日(月)に入学式を挙行いたします。
新型コロナウイルス感染症が流行する中、今年度は卒業式と同様に密の状態を避けるため、新入

生、六年生児童、保護者、職員で開催します。春爛漫の陽気の中、新入生は元気いっぱいに入学し
てくれると思います。
令和 4年度は、児童数 383名、学級数はポプラ学級を合わせて１８学級でスタートしました。
子供達の健やかな成長を願い、職員一同精一杯努めてまいりますので、保護者の皆様、地域の皆

様の本校教育へのご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。

★１学期の主な行事予定★
新型コロナウィルス感染防止対策のため、変更になる場合があることをご了承ください。

４月 ５月
8日(金) 新任式・始業式 13日(金) 春咲ウォーク 弁当 SC
11日(月) 入学式（午後） 給食開始（２～６年） 16日(月) 内科検診（５年）委員会

視力検査（２～６年）～１3日 17日(火) 春咲ウォーク予備日 弁当
12日(火) 二計測（3･4･６年） 18日(水) 内科検診（2年）

下校指導（1年）～1４日 19日(木) 内科検診（3年）
新旧正副会長会・評議員会 23日(月) 耳鼻科検診（1･2年）SC

13日(水) 二計測（1･2･5年） 24日(火) 避難訓練（不審者）
14日(木) 視力再検査（2･3･4･5年） 25日(水) 歯科検診（全学年）
15日(金) 安全点検 校外児童会 集団下校 27日(金) 耳鼻科検診（3･4年）SC

１年給食スタート 視力検査（1年） 30日(月) 内科検診（6年）クラブ
視力再検査（1･６年） ６月

18日(月) 聴力検査（2･5年）委員会 集金日 1日(水) 登校指導
19日(火) 全国学調（6年）聴力検査（1･3年） 3日(金) 耳鼻科検診（5･6年）
20日(火) 聴力再検査 9日(木) ～10日(金)修学旅行（紀南地方）
21日(木)22日(金)授業参観・学級懇談会 10日(金) SC
※（参観日については、授業参観・学級懇談会の 13日(月) 委員会
お知らせをご覧ください） 15日(水) 漢字博士検定試験

※（本年度も、育友会総会は書面にて行います） 21日(火) 授業参観 引き渡し訓練
※例年、学級懇談会終了後に行っている、修学旅行説 24日(金) SC
明会については、5月10日(火)に行います。 27日(月) クラブ
2２日(金) スクールカウンセラー（以下SC） ７月
家庭訪問：4月25日(月) 26日(火) 27日(水) １日(木) 登校指導

28日(木) 5月2日(月) 4日(月) 委員会 8日(月) SC
（家庭訪問についてのプリントをご覧ください。） 11日(月) クラブ

５月 14日(木)15日(金)19日(火)個人懇談会（午後）
2日(月) 登校指導 20日(水) 終業式
6日(金) 内科検診（4年） 26日(火) 打田地区水泳大会（６年）
10日(火) 眼科検診（４～６年） 予備日27日（水）

修学旅行説明会（19:00～） 8月29日(月) 始業式
11日(水) 心電図（1年）眼科検診（１～３年） ※年間を通しての主な行事予定については、ホー
12日(木) 内科検診（１年） ムページにアップしています。

新型コロナウイルス感染防止対策について
新型コロナウイルスの流行は収束を見せず、本校でも前年度 3 学期には、のべ 12 学級が閉鎖に

なり、子供達や保護者の皆様に不安な思いをさせてしまいました。本年度に入ってわずかに減少の
兆しが見えてきましたが、和歌山県においては連日 200人程度の新規感染者の報告がなされていま
す。本校においては、今後も徹底した感染防止対策をとってまいりますので、別紙「新型コロナウ
イルス感染防止対策に関するお知らせ」のとおり、引き続き保護者の皆様のご協力をよろしくお願
いします。


