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 入学･進級おめでとうございます。 
南足柄市立福沢小学校の令和 2年度が始まりました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策とし

て、4月 7日からの休校措置により、これまでに経験したことのない新年度のスタートとなり、保護者

の皆様には、大変ご心配をおかけしておりますが、家庭教育におけるご尽力とご協力をいただき、心よ

り感謝申し上げます。そして、子どもたちの元気いっぱいの声が、一日も早く学校に戻ってきてくれる

ことを願っています。 

学校教育目標は、「自ら学び、共に考え、行動する子ども」です。子どもたちが生き生きと毎日を過ご

すことができるよう、教職員一同、やりがいと責任をもって、様々な教育活動に取り組んでまいります。 

今年度は、放送による始業式で始まりましたが、子どもたちの新たな一歩を踏み出す希望に満ちた姿

を思い浮かべながら、次の２つのめあてについて話をしました。 

 

 

 

学校としても、全校児童が、自分の力を存分に発揮し、毎日楽しく通える学 

校をめざします。今年度も引き続き、保護者、地域の皆様のご支援ご協力をよ 

ろしくお願いします。 

福沢小学校の全校４０７名の児童たちの笑顔あふれる学校生活が再開できる 

日を心待ちしています。 

 

～出会いと別れ～ 
春は新しい出会いと別れの交錯する季節でもあります。転退職の先生方には、学校 

のためにご尽力をいただきました。これからも新たな環境の場でご活躍ください。 

転退職の教職員は次のとおりです。 

★退 職★ 
校  長   水野 博文 

★異 動★ 
教  頭   室伏 秀元 （南足柄市教育委員会へ） 

教  諭   妹尾 尚悟 （県西教育事務所へ） 

教  諭   加藤 美佳 （大井町立大井小学校へ） 

教  諭   坂口 和樹 （松田町立寄小学校へ） 

教  諭   鵜篭 千恵美（藤沢市へ） 

教  諭   佐藤 宏亮 （南足柄小学校へ） 

教  諭   日野 雄介 （岩原小学校へ） 

教  諭   萩原 一朗    

事務職員   桐生 実世 （南足柄小学校へ）   

非常勤講師  伊藤 典子   
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～67名入学しました～ 

☆転入・採用教職員☆ 
今年度、福沢小学校へ新たな息吹をもたらしていただ

ける転入・採用教職員は次のとおりです。 

 

校  長  守屋亜津砂（南足柄市教育委員会より） 

総括教諭  藤沼 照満（向田小学校より） 

教  諭  工藤あゆみ（開成町立開成南小学校より） 

教  諭  森  佳乃（新採用） 

教  諭  根来 妙 （岩原小学校より） 

教  諭  亀山 優輝（二宮町より） 

教  諭  田村 拓也（山形県より） 

非常勤講師 北野 純雄 

非常勤講師 山崎 道子 

 

 

限られた時間の中で出会える

人の数は、出会えない人の数よ

りずっと少ない。だから、出会っ

た人をどれだけ大事にするかで

す。   
―大林宣彦映画監督の言葉― 

 
 

 

 

〇「さわやかなあいさつ」が響き合う学校にしていきましょう。    

〇自分の目標やなりたい自分をめざして一生懸命取り組みましょう。 
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🌸今年度の職員🌸   ＊学年主任 
 

校  長   守屋 亜津砂    

教  頭   野地 博     

教務主任   榎 史郎 

 

ふくざわ 1組  ＊藤沼 照満  宮﨑 高明  2組  井上 麻実 

 

第 1学年 1組  ＊小林 麻衣   2組   松岡 里咲 

 

第 2学年 1組   田村 拓也   2組  ＊根来  妙 

 

第 3学年 1組  ＊磯崎 寿史   2組   飯山 りか 

 

第 4学年 1組   鈴木 伸吾   2組  ＊工藤 あゆみ 

 

第 5学年 1組  ＊柳沢 朋之   2組   森  佳乃 

 

第 6学年 1組   髙木 響介   2組  ＊石井 薫 

 

〇教科担任     亀山 優輝    

〇初任者指導教員  鳥井 健利 

〇英語専科指導教員 本多 健太郎 

〇ALT       SAITO MARSHA  

〇外国語指導員   片山 美由希 

〇JTE       小野田 春代   

〇非常勤講師    佐藤 千恵子  北野 純雄   山崎 道子    中村 敦子   

〇庁務員      剱持 栄子 

 

お知らせ 
①  令和 2年度 PTA 定期総会の議事承認について 

4月 17日（金）に予定されていました令和 2年度 PTA定期総会の議事の「承認の賛否」につ

いて、新型コロナウイルス拡大防止対策に係る休校措置のため、学校マチコミメールのアンケート

による回答で代えさせていただく形となりました。ついては、4月 23日（木）から 30日（木）

までに、マチコミメールにてご回答くださるようご協力お願いします。また、何かご意見や異議等

がございましたら、学校（74-2413）に直接電話にてご連絡いただければ幸いです。（詳細は別

紙をご覧ください。） 

②  家庭学習の充実に向けて 
各学級担任が、4月14日（火）、23日（木）に家庭でできる学習を支援するため、各家庭のポ

ストに課題を入れさせていただいています。学校からの課題には、プリント類もありますが、自分

で課題を見つけ、その課題解決に向けて計画を立てて実行する力を身につける機会となってほしい

と願っています。そのために、学校からも家庭学習の情報提供を積極的に発信していきたいと考え

ています。 

家庭での規則正しい学習習慣や生活習慣は、保護者の方の協力が不可欠です。この未曾有の経験

が、子どもたちの自立や自主性につながるよう、学校と共に力を合わせて取り組んでいただきます

ようご協力お願いします。 

        ◇ 写真の掲載について ◇ 

 学校では、子どもたちの学習や活動の状況を、より分かりやすくお伝えするため、学校だより、

学年・学級通信、ＰＴＡ広報誌等で、写真掲載させていただくことがあります。もし、掲載をお望

みでない場合は、事前に学級担任を通じてお知らせください。なお、「学校だより」に写真を掲載

する場合は、できるだけ個人が特定できないよう配慮をいたします。 

ステップアップサポーター  加藤 典子 

スクールコーディネーター  内藤 愛子 

         遠藤 容子  

              （兼 図書コーディネーター） 

介助員      南  陽子 

         澤田 貴子 

         河添 万実 

         武藤 妙子 

         林  貴子 

         前田真寿美 

         加藤 真琴 

インクルーシブ推進支援員   平山 ひとみ 

外国語支援    渡部 勇介           

スクールサポートスタッフ    安瀨 光代 

 

 

          
 

 

支援員等の皆さん 

養護教諭    渡邊 里奈     

栄養技師    増田 久美子     

事務主事   皆藤 敦子 
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