
～気持ちのよい学校にしよう～
○や やさしく 助け合う子 (心)
○よ よく学び よく考える子 (頭)
○い いきいき元気に活動する子(体)

令和３年４月６日現在 児童数761名（新１年生含む） 文責 校 長 杉 本 光 史
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昨年度は、コロナに振り回さ
れた１年でしたが、今年は春休
みを元気に過ごした子どもたち
と何とか無事に、令和３年度の
スタートを切ることができまし
た。

私は、弥生が丘小校長３年目となりました杉本光史
（すぎもとてるふみ）と申します。コロナ対策は万全を
継続しながらも、できる形を見つけながら、少しでも
充実した教育活動の実現を目指し、全職員一丸となっ
て精一杯努めてまいります。今年度も皆様のご理解と
ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今年度も学校パンフ
レット（右）と年間行
事予定（カラーＡ３版）
を配布しました。（1
年生は入学式で配布予
定）年間行事予定に
は、下校時刻も載せて
いますので、１年間ご
活用をお願いします。
コロナの拡大状況等

による行事予定の変更

については、適宜メー

ルやたより等でお知ら

せします。ご確認をお

願いします。

教頭 冨永 和重 鳥栖北小学校から
主幹教諭 中村 泰司 赤松小学校（佐賀市）から
２の２担任 永松 笑美 塩原小学校（福岡市）から
２の３担任 秋山富美子 鳥栖北小学校から
３の２担任 森 陽奈子 採用
３の３担任 末安 京子 麓小学校から
４の２担任 吉良 寿子 基山小学校から
４の３担任 豊田野乃花 採用
あさがお７ 宮﨑 泉実 鳥栖小学校から
少人数TT 阿久根康太郎 鳥栖小学校から
英語専科 東島 美緒 鳥栖北小学校から
事務室 稲益 晶子 田代小学校から
学校用務 德淵 音文 若葉小学校から

4 / 7(水) 給食開始、下校（全）14：45
9(金) 入学式準備、下校(2～5年)13：40、(6年)15：30
12(月) 入学式、給食なし、下校(2～6年)11：30
19(月) １年生給食開始 ※歓迎遠足は実施しません。
26(月) 個人懇談（１丁目） ※個人懇談期間中13：40頃下校
27(火) 個人懇談（２丁目、今町）
28(水) クラブ活動、下校(1～3年)14：45、（4～6年）15：35
30(金) 個人懇談（４丁目）

5 / 6(木) 個人懇談（５丁目）
７(金) 個人懇談（６・７丁目、柚比町）
13(木) 授業参観（2～3校時） ※ＰＴＡ総会は書面決議予定
26(水) ５年生宿泊訓練（脊振少年自然の家）１日目、弁当の日

～27（木） ５年生宿泊訓練（脊振少年自然の家）２日目
28(金) 全校水曜校時、下校（全）14：45

「凡事徹底」という言葉は、挨拶や掃除など日常の
当たり前のことを当たり前に、みんなできちんとやる
ということを表しています。今年もこの「凡事徹底」
を合言葉に、教職員一丸となって「気持ちのよい学校
づくり」に取り組んでまいります。
◆学校教育目標
自ら学び、やさしく、たくましく生きる「弥生っ子」の育成
＜目指す子ども像＞
○やさしく 助け合う子 （豊かな心）
○よく学び よく考える子 （確かな学力）
○いきいき 元気に活動する子 （健やかな体）

◆学校運営の合言葉
～｢凡事徹底｣で｢気持ちのよい学校｣にしよう！～
今年度の児童数は761名、昨年度から約60名の減

少です。来年度以降も同様の減少傾向が続きます。こ
れまで以上に保護者や地域の皆様の温かいご支援やご
協力が必要となります。どうぞよろしくお願いします。

１年間どうぞよろしくお願いいたします。

校 長 杉本 光史 教 頭 冨永 和重

教 頭 江頭 尚子 主幹教諭 中村 泰司

指導教諭 竹之内恵美 指導教諭 水田貴久子

教務主任 天本 秀信 級 外 竹之内恵美

少人数ＴＴ 福島 隆 少人数ＴＴ 阿久根康太郎

１年１組 遠藤 幸子 英語専科 東島 美緒

１年２組 大野 郁美 １年３組 久芳多佳子

２年１組 成冨 藤典 ２年２組 永松 笑美

２年３組 秋山富美子 ３年１組 岡 純子

３年２組 森 陽奈子 ３年３組 末安 京子

３年４組 桑原 美保 ４年１組 松岡 瞳

４年２組 吉良 寿子 ４年３組 豊田野乃花

４年４組 水田貴久子 ５年１組 白水 美帆

５年２組 鮫島 桃子 ５年３組 髙木 千明

５年４組 太田 彩 ６年１組 河津 達也

６年２組 山田 美月 ６年３組 江頭 里奈

６年４組 内村可菜美 ６年５組 久保 明広

あさがお１ 首藤 佳子 あさがお２ 水落 理子

あさがお３ 槇 明美 あさがお４ 菖蒲 星斗

あさがお５ 香田 くみ あさがお６ 岩橋 大輝

あさがお７ 宮﨑 泉実 あさがお８ 江口 明子

あさがお９ 成冨 京子 あさがお10 松本由紀子

あさがお11 武田 健士 まなびの教室 加藤 誠治

保健室 中垣 由理 ST後補充 藤川かすみ

初任指導 岩橋ひとみ 事務室 佐々木 唯

事務室 稲益 晶子 事務室 烏田 仁美

学校用務 德淵 音文 図書室 浦川まなみ

生活補助員 中島 和子 生活補助員 末安 更紗

生活補助員 仲道貴美子 生活補助員 溝田 聡子

生活補助員 安達 香織 スクール・サポー・トスタッフ 久保 紘之

スクールカウンセラー 高 幸子 ALT ニック

※上記の他に養護教諭補助及びスクールソーシャルワーカー
が１名ずつ加わる予定です。


