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ご入学、ご進級おめでとうございます 

         校長 藤原 啓 

 

 

春の温かな陽気に触発されて、校庭の草木は芽吹き花を開かせてくれています。進級の喜びに心躍

る子供たちの気持ちをさらに大きく膨らませてくれているようです。 

お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。いよいよ令和４年度の新学期が始まりました。本

校校長の藤原 啓（ふじわら けい）と申します。今年、本校４年目を迎えました。市内で最も新し

く、地域の期待の大きい本校に今年度も引き続き勤務できる喜びをかみしめております。まだまだ本

校でやりたいことがたくさんあります。詳しくはこの学校だよりや学校ホームページ、教育実践でお

伝えしてまいりたいと思いますのでご支援、ご協力をお願いいたします。 

本年度の下新倉小学校は新１年生９１名を迎えて、全校児童５６３名、２２学級でのスタートとな

りました。児童数学級数ともに年々増え、いつの間にか市内の小学校で２番目の規模に成長しました。

また今年は和光市教育委員会のご支援の下、新たに通級指導教室（エール）が本校に開設されました。

教室名のエール(Aile)はフランス語で「翼」を意味する言葉です。エールフランスという航空会社をご

存じのことと思います。さらには英語の「応援」を意味するエール(Yell)の意味も含まれています。本

校児童の他、他校の児童もこの通級指導教室を利用する予定です。白子・新倉・下新倉地区の特別支

援教育の拠点として本校特別支援体制が強化されております。 

今年度も新たなメンバーが加わり新生下新倉小学校の職員集団が組織されました。全教職員の力を

結集し、教育活動を充実させ、子どもたちの笑顔のために、全力を尽くしてまいります。保護者や地

域の皆様には、本校の教育活動に対し、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

＜本校の学校教育目標＞ 
 

○かしこく 
 

○やさしく 
 

○たくましく 

＜本校の目指す学校像＞ 
 

○わくわく 
 

○きらきら 
 

○にこにこ 
 

〇ほかほか 

http://01.gatag.net/img/201507/02l/gatag-00009298.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定 
6 水 準備登校 6年 

8 金 第 1学期始業式 第７回入学式 

9 土  

10 日  

11 月 4時間授業 12：20下校 あいさつ運動（15日まで）  

12 火 4 時間授業 12：20 下校  通学班会議・一斉下校 

13 水 給食開始 発育測定５・６年・こすもす  

14 木 発育測定３・４年 委員会活動 4月 

15 金 発育測定 1・2年 段階給食 1年①  

16 土  

17 日  

18 月 段階給食 1年② 聴力検査３・５年・こすもす 

19 火 
全国学力・学習状況調査 6年 聴力検査 1・2年
完全給食１年 授業参観・懇談会５・６年 

20 水 授業参観・懇談会３・４年・こすもす 

21 木 P  委員会活動 5月 視力検査 1・3・5年・こすもす 尿検査 1 次 

22 金 C 授業参観・懇談会１・２年視力検査 2・4・6年  

23 土   

24 日  

25 月  

26 火 児童集会 開校記念日 離任式 

27 水 避難訓練 

28 木 P体 入学を祝う会  

29 金 昭和の日 

P：パワーアップタイム  P 体：体力パワーアップタイム C：チャレンジタイム 

５月の主な行事予定  

10 火 お話朝会 歯科健診 4・5・6 年こすもす  PTA 総会書面審議  

11 水 埼玉県学力・学習状況調査 4・5・6 年 尿検査 2次 

12 木 心臓検診 1年 5時間授業 

17 火 体育朝会 耳鼻科検診 

18 水 眼科検診 

19 木 給食試食会 1年 

１９（木）～２０（金）修学旅行 6年 

24 火 児童集会 歯科健診 1・2・3年 ベースボール教室 4年  

25 水 体力テスト 1・2年・こすもす 

26 木 クラブ活動 体力テスト 3～6年内科検診 4・5・6年・こすもす  

28 土 学校公開日 

30 月 振替休業日 

31 火 音楽朝会 プール清掃 6年 

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、行事などの変更

中止の場合があります。ご承知おきください。 

ご存知ですか？「就学援助制度」 
 

和光市では、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者の方に、
学校給食費や学用品等の費用の一部の援助を行なっております。 
【対象】 和光市内に住所を有し、国公立の小・中学校に在籍する児童生徒

の保護者で、一定の条件に該当する方  
※条件については、後日配付する｢就学援助制度について｣をご確認ください。 

【申請】 各学校で随時受け付けていますが、原則として月ごとの認定にな
ります。 

【問合せ】 学校又は和光市役所 学校教育課学務担当 ☎０４８-４２４-９１４８ 

令和４年度転出入職員を紹介します 
転出・退職等の職員 

平山  計 先生（和光市教育委員会へ）   

神永 博子 先生（和光市立第小四学校へ） 

小野寺純也 先生（新座市立西堀小学校へ） 

山口 朱音 先生（和光市立第五小学校へ）  

門脇ちひろ 先生（新座市立栄小学校へ） 

伊藤 和美 先生（和光市立第四小学校へ） 

立川 仁美 先生（和光市立第三小学校へ）  

八田 敦史 先生（入間市立扇小学校へ）    

安田 仁昭 先生（和光市立第三小学校へ）     

下島 幸泰 先生（和光市立第五小学校へ） 

黒川 詩織 先生（新座市立大和田小学校へ）     

近藤 由梨 先生（和光市立新倉小学校へ） 

小布施寛子 先生（和光市立新倉小学校・第四小学校・本町小学校へ） 

菅井 麗子 先生     

堀 長州子 先生（退職） 

転入・新採用等の職員 

 平川 愛美 先生（朝霞市立朝霞第九小学校より） 

岡崎 美波 先生（上尾市立大石北小学校より） 

福山美早紀 先生（狭山市立奥富小学校より） 

山口 桃華 先生（戸田市立笹目東小学校より）    

奥村 佳斉 先生（マレーシア・ジョホール日本人学校より）    

早川 彩子 先生（和光市立新倉小学校より） 

中澤  舞 先生（新採用）    

石𣘺 怜奈 先生（新採用） 

佐藤 慶一 先生（和光市立広沢小学校より） 

箭内  淳 先生（和光市立新倉小学校より） 

神﨑 郁子 先生（和光市立広沢小学校より） 

木田梨香子 先生（和光市立北原小学校より） 

金井衣里子 先生（和光市立第四小学校より） 

森 さゆり 先生（和光市新倉小学校より） 

松永なぎさ 先生（和光市立第五小学校より） 

柳瀬 亮佑 先生 

小倉加津子 先生 

猪原 康子 先生 

早尾百合子 先生 

育休より復帰 

 本間 麻衣 先生  
※今年度の職員一覧を掲載します。ご覧ください。 

学校運営協議会委員さんを紹介します 

 今年度も下新倉小はコミュニティ・スクー

ルとして、地域とともに歩む学校を目指しま

す。引き続き学校運営協議会委員の皆さんに

は、よりよい学校づくりのための貴重なご意

見を頂戴してまいります。 

会長 山﨑すみ子 様 副会長 栁下澄江 様  

安藤泰邦様 村山敦子様  

丹羽政彰様 福田由佳様  

※校長・教頭も委員として加わります。 

 

４月・授業参観・懇談会について 
懇談会の内容は、担任あいさつ、１年間の学習や生活につい

て、PTA の役員決めなどです。新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、各家庭 1名の参観とさせていただきます。
詳細が決まりましたら、さくら連絡網で、後日お知らせいたし
ます。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変
更・中止の場合がございます。ご承知おきください。 
【日程】４月１９日(火) ５・６年 
      ２０日(水) ３・４学年･こすもす 
      ２２日(金) １・２年（1年生は懇談会のみ） 
 


