
 

入学、進級おめでとうございます。 

校長  笠嶋 誠  

 新１年生７９名が入学し、全校４４７名で令和２年度の坂祝小学校が始まりました。全職

員が「笑顔」を大切に、教育目標「気力あふれた たくましい 坂祝の子」の具現をめざし

て教育活動を進めていきます。保護者の皆様には、お子様が笑顔で、元気に登校できるよう

ご支援をお願いいたします。地域の皆様にも、様々なことで坂祝小学校の子どもたちや職員

が大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、３月２日から臨時休校を実施し、保護者の皆

様には大変なご負担やご迷惑をおかけしてきました。しかしながら、感染拡大はますます深

刻化しており、大きなご心配を抱えていることと存じます。そして、明日から４月１９日ま

での間、感染拡大防止のため、学校を休校とさせていただくことになりました。学校再開後

は、厚生労働省や文部科学省からの発表等を注視し、坂祝町教育委員会の指導を踏まえなが

ら、お子様の安全、健康に最大の配慮をしていきたいと考えています。引き続き感染症拡大

防止に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

  

教職員は、１０名の者が新

たにお世話になることにな

りました。笑顔で、精一杯頑

張ります。どうぞ、よろしく

お願いいたします。 

 

＜４月４日、校庭の桜が満開でした。＞ 

 

 

 

気力にあふれた たくましい 坂祝の子 
 美しさを大切にする心 友達を大切にする心 値うちある活動を大切にする心 

今月のめあて  「やる気マンマン（美しさを大切にする心）」 
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坂祝町立坂祝小学校 

転入職員の紹介 
校  長  笠嶋  誠 岐阜県教育員会教育研修課より 

教  頭  飯尾 友謙 恵那市立大井第二小学校より     

教  諭  関  俊也 各務原市立蘇原第二小学校より 

教  諭  堀田 洋平 加茂郡白川町立白川中学校より 

教  諭  近藤 綾香 土岐市立泉西小学校より 

教  諭  加藤 明穂 新規採用 

（神奈川県相模原市立双葉小学校より） 

養護教諭  長瀨 真綾 可児市立兼山小より 

講  師  横山ますみ 岐阜県立東濃特別支援学校より 

講  師  前野美由紀 新規採用 

（愛知県瀬戸市立水野小学校より） 

通訳支援講師 川田  愛 新規採用 

＜その他＞ 

教  諭  佐藤 毬奈  

育児休業を取っておりましたが、４月から復帰しました。 



 
 

 

 
 
 
 

  岐阜県教育委員会の要請を受け、４月７日（火）の始業式・入学式は予定通り行いますが、児童・保護者

の皆様の安全、安心を最優先に考え、８日（水）から１９日（日）まで臨時休校となりました。それに伴い、

２５日（金）の授業参観・学年懇談会・ＰＴＡ総会・地区懇談会も中止することになりました。 

そのため、２５日（土）は休日となり、２７日（月）は通常の授業日になります。給食はありますが、４

月の献立表に記載してある手作りハンバーグは、冷凍ハンバーグに変更されます。その他については献立表

の記載通りです。詳しい情報が必要な方は、給食センターにお問い合わせください。 

 また、ＰＴＡ総会での報告・提案については、２０日（月）に配布する「ＰＴＡ総会資料」をご覧いただ

き、承認、ご意見をいただきます。ＰＴＡ総会資料と一緒に配布する「承認・意見書」の提出をお願いする

予定です。詳細が決まり次第、メール・ＨＰでお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。 

日 曜 朝の活動 ４ 月 行 事 予 定 下校時刻 ＰＴＡ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 火 朝の会 新任式・始業式（２～６年）・入学式 ２～６年10：15  
８ 水 朝の会 給食開始（２年生以上） １年下校１３：３０ 一斉下校１５：１５  
９ 
 

木 
 
朝の会 

 
１年生給食開始 内科検診（なか・５・６年） 
 

１年下校１３：３０ 一斉下校１５：１５ 
 

ＰＴＡ開票作業・本部役員会・地区

委員会１９：００ 
10 金 朝の会 身体測定（なか・５・６年）  １年下校１３：３０ 一斉下校１５：１５  
11 土     
12 日     

13 月 スキル １年生通常日課 通学班集会・交通安全教室 身体測定（２・４年） 一斉下校15：15 ＰＴＡ学級委員会総会１９：００ 
14 火 フッ化 セルフディフェンス 身体測定（１・３年） 教育調査（２・４・６年） 一斉下校15：15  
15 水 スキル 命を守る訓練 内科検診（低） 一斉下校15：15  
16 木 朝読書 第１回委員会 一斉下校15：15  
17 金 学朝（高） 聴力検査（１・２・３・５年） 一斉下校15：15  
18 土     

19 日     
20 月 朝の会  一斉下校15：15  
21 火 フッ化 家訪問① 歯科検診（１～３年、なか） 一斉下校15：15  
22 水 スキル 家訪問② 一斉下校15：15  
23 木 朝読書  一斉下校15：15  
24 金 学朝（低）  一斉下校15：15  

25 土  ※授業参観・地区懇談会・ＰＴＡ総会・学年懇談会は中止、休日になります。   
26 日     
27 月 朝の会 家訪問③ ※通常授業日になり、給食もあります。  一斉下校15：15  
28 火 朝の会 第２回委員会 一斉下校15：15  
29 水  ● 昭和の日   
30 木 朝の会 家訪問④ 一斉下校15：15  

 職 名 氏 名  職 名 氏 名  職 名 氏 名 
１ 校長 笠嶋  誠 18 ４年１組 早川 貴晃 35 町個性化支援 松岡 一恵 
２ 教頭 飯尾 友謙 19 ４年２組 渡邉 遥 36 町個性化支援 高井 昭美 
３ 教務主任 中島  敦 20 ５年１組 堀田 洋平 37 町個性化支援 遠藤久美子 
４ 生徒指導 末松 光孝 21 ５年２組 山路 翔吾 38 町個性化支援 井戸 郷美 
５ なかよし１組 渡邉 和代 22 ６年１組 桝岡 実央 39 町個性化支援 薗畑 愛実 
６ なかよし２組 大井 陽子 23 ６年２組 関  俊也 40 外国人児童適応指導員 乾 ジャナイナ 
７ なかよし３組 酒向 記美 24 ともだち教室 小林 聡美 41 町日本語指導助手 金城 ユキエ 
８ なかよし４組 渡辺 雅宏 25 通級指導教室 横山ますみ 42 町日本語指導助手 川田  愛 
９ １年１組 三井田 紀予子 26 養護教諭 長瀨 真綾 43 町日本語指導助手 小島セシリア 
10 １年２組 藤田 岳 27 栄養教諭 小林 直子 44 図書司書 宇野 由香 
11 １年３組 近藤 綾香 28 事務職員 井戸麻美子 45 校務員 矢澤 信子 
12 ２年１組 加藤 明穂 29 少人数指導 前野美由紀 46 給食配膳員 土屋 絵 
13 ２年２組 髙橋 友美 30 少人数指導 川邉 博子 47 給食配膳員 川野美由紀 
14 ２年３組 可児 輝美 31 適応支援員 菊池 敬子 48 ＡＬＴ ガブリエル ルイズ 
15 ３年１組 佐藤 毬奈 32 町個性化支援 三重野直美 49 ＡＬＴ テリリン サビット サムキャッド 
16 ３年２組 青木 一磨 33 町個性化支援 古田 昌子 50 教諭（育休） 横井 里恵 
17 ３年３組 桐山江里子 34 町個性化支援 立川 幹枝 51 教諭（育休） 青木 綾花 

令和２年度坂祝小学校職員５１名で一丸となって頑張ります。よろしくお願いします。 

4月25日（土）の授業参観・学年懇談会・ＰＴＡ総会・地区懇談会の中止について 

※４月８日（水）から４月１９日（日）まで、臨時休校になります。 

※ＰＴＡ学級委員投票用紙は、２０日（月）に配布して、２２日（水）に回収し

ます。そのため、９日（木）の開票作業・地区委員会、１３日（月）の学級

委員会総会は延期します。開催日は、メール・ＨＰでお知らせします。 

※肖像権の許諾は２０日（月）に提出をお願いします。 

※学校メールの登録をお願いします。 
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