
 

地域とともに子どもを育てる学校づくり 
      校長 近 藤 大 作 

春風に導かれ、身も心もいきいきしてくる季節です。7日に始

業式、８日に入学式を行いました。保護者の皆様、お子様のご入

学、そして、ご進級おめでとうございます。 

令和２年度の黄金小学校に引き続き、今年度は稀府小学校

が統合し、広大な校区となるとともに、児童数４１６名、教職員数

４５名となりました。さらに、「ことばの教室」の新規開設と１５０周

年を迎えるなど新たな１ページをスタートさせる一年となります。東地区、黄金地区、稀府地区の

それぞれの願いと誇りを大切にし、ふるさと創生教育「だて学」を充実させながら、地域とともに

子どもを育てる学校づくりを進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

ピッカピッカの一年生５５名が入学しました！ 
感染症拡大防止対策のため、2～6年生は、各教室からのリモート参加となりました。1年生が早く学校に慣

れることができるよう、お兄さん、お姉さん、先生方がいつでも力になります。安心して元気に学校に通ってき

てほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひがし 
伊達市立東小学校    

令和 4 年 4 月 11 日 

第 １号 

校訓  「つよく ただしく あかるく」 

Stay alert ! 

衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」

を踏まえ、こまめな換気と身体的距離をとることな

ど、感染対策を徹底してまいります。ご家庭におか

れましても、命と健康を守るために、感染防止対

策の徹底について、引き続きご協力をお願いいた

します。 

 

・マスクを必ず着用させてください。 

・一日２回の検温を行い、健康観察シートを毎日

持たせてください。 

１年生のみなさんへ。大切なお願いが一つあります。それは、「いじめは絶対にしてはいけません」ということ

です。人をからかったり、仲間外れにしたり、たたいたりしてはいけません。いじめられた子は、せっかく入学し

たのに、学校に来ることができなくなります。家の人も心配で仕事に行けなくなったり、悲しい気持ちになったり

します。とても困ってしまいます。先生方には、いじめのないクラス、絶対にいじめを見逃さないでほしいとお願

いしています。いやなことや困ったことがあったら、必ず知らせてください。（式辞より） 

参観日等の中止について 

新型コロナウイルス感染症再拡大の状況を鑑 

み、４月２３日（土）に予定しておりました参観日・ 

PTA 総会・懇談会を中止といたします。同日に予

定しておりました 150 周年記念事業推進委員会設

立総会も中止いたします。なお、PTA 総会と 150

周年総会につきましては、後日、書面開催とさせて

いただきますことをご了承ください。 

 

Youtube授業配信について 

 5月１０日に行う「１年生を迎える会」の様子を配信

する予定です。 



 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 近藤 大作（こんどう だいさく）（伊達市立関内小学校より） 

地域とともにシンプルで芯のある教育を進め、通いたい学校、通わせ
たい学校、誇りたい学校、働きたい学校づくりを目指します。 
 

令和４年度 東小学校教職員紹介 

教諭 柿崎 佳子（かきざき よしこ）（伊達市立伊達小学校より） 
縁あって新設される東小学校ことばの教室の担当となりました。笑顔
がたくさんみられるよう、頑張ります。よろしくお願いします。 

教諭 小島 充雄（こじま みつお）（北海道伊達高等養護学校より） 
すぐお隣の伊達高等養護学校から来ました。子どもたちが笑顔で楽し
く勉強し、生活できるよう頑張ります。よろしくお願いします。 

教諭 佐藤 弥生（さとう やよい）（伊達市立長和小学校より） 
「元気があれば何でもできる」子どもたちと明るく元気に、毎日笑顔
で頑張ります。よろしくお願いします。 

教諭 吉田 章人（よしだ あきと）（伊達市立稀府小学校より） 
東小学校の子どもたちと学習できることが楽しみです。子どもたちが
明るい生活を過ごせるように頑張りますのでよろしくお願いします。 

教諭 甲谷  健（かぶとや けん）（伊達市立稀府小学校より） 
５年生の理科の授業を担当させていただくことになりました。子供た
ちの成長のために頑張ります。よろしくお願いいたします。 
 
教諭 吉田 路美（よしだ ろみ）（室蘭市立天神小学校より） 
東小学校の子どもたちと過ごす毎日が楽しみです。子どもたちが安心
して笑顔で学校に通えるように、力を尽くしていきたいと思います。 

教諭 織田 京華（おりた きょうか）（登別市立登別小学校より） 
またみなさんと一緒に過ごせること、大変楽しみに来ました。よろし
くお願いします。 

教諭 小林 弥生（こばやし やよい）（伊達市立長和小学校より） 
新たな気持ちで、子どもたちの成長に寄与できるよう 精一杯努めて
参ります。 

教諭 佐藤 幸枝（さとう ゆきえ）（豊浦町立豊浦中学校より） 
３～６年生の音楽を担当することになりました。子供たちとの新しい
出会いが楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。 

介護員 石渡 寿美子（いしわたり すみこ）（伊達市立伊達小学校より） 
早く学校に慣れ、子ども達と一緒に学びいろいろな経験をともにし
ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

教諭  榊  渉（さかき わたる）（伊達市立大滝徳峻別学校より） 
お子様方が毎日、元気いっぱい楽しい学校生活を送ることができるよ
うに頑張っていきたいと思いますよろしくお願いいたします。 

理科専科 丸山 賢司（まるやま けんじ）（兼務） 
身の周りのたくさんの不思議や疑問が、理科の面白さや学びにつなが
るよう取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

介護員 鈴木 節子（すずき せつこ）（新採用） 

初めてのことなのでよろしくお願いします。 

支援員 高橋 昌美（たかはし まさみ）（伊達市立伊達西小学校より） 
西小学校からまいりました高橋昌美です。子供たちが安心して学校
生活を送れるよう支援にあたりますのでよろしくお願いします。 

支援員 岡垣 恵子（おかがき けいこ）（伊達市立稀府小学校より） 
3年ぶりにまたお世話になります。お子さんが楽しく学校生活を送
れるよう支援させていただきます。 

支援員 高橋 郁子（たかはし いくこ）（伊達市立伊達小学校より） 

一日一日を大切に子供達と過ごしていきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。 

学習指導員 後藤 房子（ごとう ふさこ）（伊達市立稀府小学校より） 
学習指導員として子供たちが楽しく学習できるよう精一杯努めたいと
思います。 

  職・担任 氏  名 

1 校  長 近藤  大作 

2 教  頭 加藤  恭子 

3 教諭 4年算数専科 石原  裕基 

4 教諭 5年理科専科 甲谷   健 

5 教諭 ３～６年音楽専科 佐藤  幸枝 

6 教諭 1年 1組 吉田  章人 

7 教諭 1年 2組 高橋  利香 

8 教諭 2年 1組 伊藤  益枝 

9 教諭 2年 2組 小島  充雄 

10 教諭 2年 3組 毛利  友香 

11 教諭 3年 1組 成島  秀人 

12 教諭 3年 2組 吉田  路美 

13 教諭 4年 1組 中村  佳代 

14 教諭 4年 2組 西島  勇武 

15 教諭 5年 1組 森  美保子 

16 教諭 5年 2組 佐藤  弥生 

17 教諭 6年 1組 山代  直美 

18 教諭 6年 2組 柴田  航輔 

19 教諭 たんぽぽ 川股  由香 

20 教諭 たんぽぽ１組 對馬  春菜 

21 教諭 たんぽぽ２組 榊   渉 

22 教諭 たんぽぽ３組 中泉  政範 

23 教諭 たんぽぽ４組 小林  弥生 

24 教諭 たんぽぽ５組 荒木  耕治 

25 教諭 たんぽぽ６組 中島  秀樹 

26 教諭 たんぽぽ７組 小野田 絵莉子 

27 教諭 ことばの教室 柿崎  佳子 

28 教諭 ことばの教室 高  ゆかり 

29 教諭（日本人学校派遣） 山根 香奈子 

30 教 諭 （ 産 休 ） 関川  香織 

31 養 護 教 諭 織田  京華 

32 養護教諭（産休） 本間 紗和子 

33 事 務 職 員 吉田  雅基 

34 時 間 講 師 横山   暢 

35 学 習 指 導 員 後藤  房子 

36 支 援 員 平山  由紀 

37 支 援 員 高橋  郁子 

38 支 援 員 高橋  昌美 

39 支 援 員 岡垣  恵子 

40 介 護 員 洞口  朋子 

41 介 護 員 石渡 寿美子 

42 介 護 員 鈴木  節子 

43 業 務 職 員 松本   葵 

44 業 務 職 員 平井  正一 

45 スクールサポートスタッフ 中田  真紀 

46 ５・６年外国語専科 水落   香（伊達小） 

47 6 年 理 科 専 科 丸山  賢司（伊達小） 

外国語専科 水落  香（みずおち かおり）（兼務） 
5年生と6年生の外国語を担当させていただきます。楽しく英語を学
べるように一生懸命頑張ります。宜しくお願いします。 
 

介護員 洞口 朋子（ほらぐち ともこ）（伊達市立長和小学校より） 
子供たち一人一人の成長に寄り添い、一緒に楽しく過ごしたいと思
います。よろしくお願いいたします。 

教頭 加藤 恭子（かとう きょうこ）（白老町立萩野小学校より） 
お世話になった東小学校に帰って参りました。子供たちの健やかな成
長のために精一杯努めます。よろしくお願いいたします。 

教諭 中村 佳代（なかむら かよ）（室蘭市立蘭北小学校より） 
東小学校での新しい出会いを楽しみにしています。子どもたちと一緒
にわくわくする気持ちをもって頑張ります。よろしくお願いします。 

☆☆よろしくお願いします！☆☆ 
 東小に新しく着任した 20 名の教職員と専科教員 2 名
（伊達小学校）をご紹介いたします。 
 


