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平成３０年度小郡市立三国小学校だより（第１号） 平成３０年４月１１日

三国小合言葉「私が好き！ 友だちが好き！ 三国が大好き！」

重点目標：ともにステップアップ 校 長 野 田 和 明

２学期に新メンバーを加えてスタートしています。（９月３日現在）

平成３０年度 職 員 紹 介 人事異動で下記のように転出入がありました。
校 長 野田 和明 〈転出者〉
副 校 長 栁瀬由美子 山本 貴澄 主幹教諭(大原小学校 教頭へ）
教 頭 内田 淑子 田中 廣樹 先生（久留米市立山本小学校へ）
主幹教諭 白木 武志 香田 晴惠 先生（のぞみが丘小学校へ）
指導教諭 河村 昌宏 陣内美由紀 先生（小郡市立立石小学校へ）
１年１組 関 公子 松島 昭典 先生（県教育センターへ）
１年２組 牟田 慧輪 棚町 尚子 先生（県教育センターへ）
１年３組 小宮 紘子 田口 大貴 先生（のぞみが丘小学校へ）
１年４組 藤戸 徳子 保月 彩 先生（大川市立道海島小学校へ）
２年１組 江島 設代 山崎 真唯 先生（久留米市立西国分小学校へ）
２年２組 安上 明里 篠﨑 真希 先生（久留米市立山川小学校へ）
２年３組 市野瀬郁代 篠原 公美 先生（小郡小学校へ）
２年４組 馬場 秀範 森松 天斗 先生（退職）
２年５組 石橋 香織 一ノ瀬英恵 先生（のぞみが丘小学校へ）

指導方法加配 松尾 英樹 〈転入者〉
３年１組 髙口知佐子 白木 武志 主幹教諭（附属久留米小学校より）
３年２組 髙松 亮太 石橋 剛 先生（筑紫野市立山口小学校より）
３年３組 塩足 和代 新田 雄平 先生（のぞみが丘小学校より）
３年４組 是永 早紀 末吉 啓子 先生（小郡市立立石小学校より）
３年５組 飛松 明子 小宮 紘子 先生（育児休業より復帰）

初任者指導 佐藤 貴子 松藤 翔 先生（新規採用）
教育振興加配 清水 陽子 是永 早紀 先生（新規採用）

４年１組 白濱 恵子 井上 美子 先生（小郡市立立石小学校より）
４年２組 山下 花絵 山下 花絵 先生（三国中学校より）
４年３組 黒田 あや 髙松 亮太 先生（採用）
４年４組 今村 洋次 安上 明里 先生（朝倉市立立石小学校より）
理科専科 中尾 絵梨 中尾 絵梨 先生（採用）
５年１組 立若由里子 中村 安里 先生（採用）
５年２組 松藤 翔 荒尾 裕栄 先生（のぞみが丘小学校より）
５年３組 新田 雄平 前田志津子 先生（採用）
５年４組 原 志穂理 稲井田由紀 先生・中根 朱美 先生（採用）
５年５組 末吉 啓子 〔４月以降の主な行事〕
理科専科 中村 安里 ４月５日(木)離任式、赴任式、始業式
６年１組 石橋 剛 なかよし班登校～１７日(火)
６年２組 小栁 一也 １０日(火)三国小学校第１２７回入学式
６年３組 久保 智代 １２日(木)学級分会(２～６年)、ＰＴＡ合同委員会
６年４組 吉浦 貴則 １７日(火)全国学力調査(６年国語算数理科)
６年５組 小森 潤子 ＰＴＡ企画委員会
理科専科 美山 貴子 １９日(木)発育測定、ＰＴＡ役員会
たんぽぽ 春山 リマ ２４日(火)・２５日(水)尿検査
なのはな 山北 直史 ２６日(木)１年生を迎える会、歓迎遠足(弁当)
なでしこ 平井 秀樹 ※１６日・２０日は教職員定時退校日です。１７
りんどう 長野 友美 時以降の電話対応ができません。当然、土曜日曜
こすもす 神吉 勝美 も休日ですのでできません。ご理解願います。
ひまわり 井上 美子 【家庭訪問】 (時間はお便りでお知らせします)
すずらん 田中佐和子 １８日(水)力武、新島、横隈
あじさい 大隈 美緒 １９日(木)三沢、みくに野団地、津古
養 護 野口 真里 ２３日(月)三国が丘１・２、美鈴の杜①
養 護 中津 郁美 ２４日(火)古賀、みくにの東
事 務 安元 美保 ２５日(水)美鈴の杜②
事 務 荒尾 裕栄 ５月２日(水)学校説明会、学習参観、ＰＴＡ総会
司 書 田中さとみ １０日(木)～１１日(金）修学旅行（長崎方面）
用 務 員 秋山るり子 １５日～２３日三国中校区家庭学習強化週間
学校支援 前田志津子 １６日(水)分団会、風水害集団下校訓練

特別支援教育支援員 田中紀代美 １７日(木)教職員研修のため給食後下校
藤吉差得子 古賀 杉子 ２６日(土)三国中校区まちづくり合同総会
川島美代子 大川 博美 ２７日(日)ＰＴＡ美化作業（２回目は８月２６日）
稲井田由紀 中根 朱美 ３０日(水)新体力テスト（三井高校生実習）

※署名のお陰で指導方法や教育振興の加配をいただきました。心よりお礼申し上げます。


