
平成３１年度 コミュニティ・スクール津屋崎小学校だより ４月号

平成３１年４月８日（月）

福津市立津屋崎小学校

校 長 有 馬 昌 一 郎

令和が始まる年度の新学年がスタートしました。昨年度より50人ほど増え，新一年生を含め

全校児童は906人となりました。学校での学びに加え，地域の方々とのあたたかなふれあい，

由緒ある津屋崎の歴史や文化，豊かな自然とのかかわり合いを通して，津屋崎っ子の成長を促

していきたいと考えています。

これまで同様，ご家庭，地域からの本校教育へのご支援，ご協力をどうぞよろしくお願いい

たします。

はじめまして！

このたび，宗像市内の小学校より津屋崎小学校長に着任しました 有馬 昌一郎 です。始業

式の子どもたちの笑顔に，たくさんのエネルギーをもらいました。これから，津屋崎っ子の良

さをいっぱい見つけていきたいとわくわくしています。よろしくお願いいたします。

， 。昨年度末から本年度初めにかけ 教職員の人事異動がありましたのでお知らせします

【転出者】校長 田渕 聡（福岡教育大学教職大学院へ）

新海 すが（退職・福間小で再任用） 藤野 俊明（勝浦小へ）

早川 博史（神興東小へ） 新田見 龍太郎（福岡教育大学附属福岡小へ）

久持 淳（退職） 清水 美智子（退職） 飯野 満帆（福間南小へ）

白土 節子（退職）

【転入者】校長 有馬 昌一郞（日の里西小より）

教頭 原尻 敏広（県スポーツ振興課より）

鶴林 久美（福間南小より） 三津木 暁子（ より）東京都 国立第三小

豊田 あずさ（ より） 出光 翼（ より）北海道 資生館小 築上町 築城小

小見山 益母（新規採用） 内田 宗繁（新規採用）

池辺 有希（新規採用） 小嶋 美月（新規採用）

柿原 敏子（新規採用）

市特支教育支援員 藤澤 麻絢（新規採用） 小池 慶子（新規採用）

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

校 長 有馬 昌一郞 ５の１ 金子 裕紀 坂本 早百合指導工夫改善

統括教頭 瀧岡 健次 ５の２ 小見山 益母 小村 一貴指導工夫改善

教 頭 原尻 敏広 ５の３ 逸見 和久 教務補助 外礒 宏二郎

主幹教諭 大淵 浩一郎 ５の４ 金 学美 養護教諭 占部 絵里子

１の１ ６の１ 福井 真佐美 養護教諭 坂田 光恵

１の２ 入学式で ６の２ 豊田 あずさ 県事務 中村 奈緒美

１の３ 発表します ６の３ 田中 喬之 県事務 白銀 真由美

１の４ 内田 佳織 市事務 上妻 みつ子ひまわり１組

１の５ 青木 香代 図書司書 森山 牧子ひまわり２組

２の１ 佐藤 路子 荒木 裕子 市用務 川辺 愛敬ひまわり３組

２の２ 野添 綾子 柿原 敏子 市用務 坪田 良雄ひまわり４組

２の３ 深見 公一郎 三津木 暁子 高之口 信子ひまわり５組 市特支教育支援員

２の４ 小嶋 美月 古川 愛恵 西川 深雪ひまわり６組 市特支教育支援員

３の１ 高岡 知美 米田 佑佳 久保 美樹ひまわり７組 市特支教育支援員

３の２ 荒木 敬子 井上 忠 平野 さとみあおぞら１組 市特支教育支援員

３の３ 内田 宗繁 出光 翼 藤澤 麻絢あおぞら２組 市特支教育支援員

３の４ 飯田 達也 寺本 美知乃 小池 慶子あおぞら３組 市特支教育支援員

４の１ 高橋 里美 なのはな 島 信子 青木 祐子市学力向上

４の２ 池辺 有希 鵜口 真規子 徳弘 直美初任者指導 課題対応

初任研代替 ビクター・アミルサム４の３ 西小野 鮎実 吉武 眞知子 ＡＬＴ

４の４ 合屋 裕子 石井 聖子 育児休業 白石 真弓初任研代替

橋本 恭周 育児休業 藤丸 亜希子指導工夫改善

離任式・赴任式・始業式 全国学力・学習状況調査６年 １年生給食開始５日（金） 18日（木）

給食開始 視力検査６年 特支学級開き 視力・聴力検査３年 いじめアンケート８日（月）

発育測定２～４年 学習参観 ＰＴＡ総会９日（火） 19日（金）

入学式準備・大掃除 視力検査４年 20日（土）～21日（日） よっちゃん際10日（水）

入学式（６年生出席） 代表委員会 視力検査１年11日（木） 22日（月）

発育測定５・６年 ＰＴＡ役員決め 視力聴力検査２年 社会科見学６年12日（金） 23日（火）

発育測定１年 歓迎集会・遠足15日（月） 24日（水）

委員会活動 視力・聴力検査５年 尿検査配付 内科検診５年 体操服販売16日（火） 25日（木）

尿検査回収 避難訓練 内科検診２年17日（水） 26日（金）


