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 平成３０年度スタート！よろしくお願いします！ 
 この度の異動で、２１人の教職員が、新しく亀山東小学校に赴任しました。 

本年度も保護者・地域の方々のご理解・ご協力をいただきながら、子どもたち

の健やかな成長を支援するため、全教職員が力を合わせ、亀山東小学校の教育活

動の充実に邁進します。ご理解・ご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

平成３０年度 亀山東小学校教職員   ★：着任者 
学校長：佐藤和夫    教頭：小坂みゆき 

学年・組 児童数 担 任 なかよし１組 葛西 靖子★ 介助員 長谷川 小百合 

１年１組 ３３ 後藤 真優 なかよし２組 津田 悠里 介助員 長谷川 悦子 

１年２組 ３３ 真柄 智子 なかよし３組 太田 仁子 介助員 満中 つや子 

２年１組 ２５ 篠原 祐子 主事 眞﨑 俊輔 介助員 尾崎 友紀★ 

２年２組 ２４ 中筋 彩夏★ 国際 宇野 郁美★ 応接員 鳥居 昭子 

２年３組 ２５ 宇野 千晶 専科 山本 真里 調理員 丸橋 真由美★ 

３年１組 ２２ 加藤 剛 専科 山下 あかね 調理員 古市 久美子 

３年２組 ２２ 瀬古 うらら★ 専科 鍬田 侑希★ 調理員 駒田 美晴★ 

３年３組 ２２ 浅熊 美典★ 専科 小野 雅美★ 調理員 山城 明子 

４年１組 ２７ 鈴木 亮太★ 専科 渡邉 美知子★ 調理員 杉林 小百合 

４年２組 ２７ 黒田 敢大★ 初任指導員 中村 圭佑 調理員 前田 昌子 

４年３組 ２６ 佐藤 博子 専科 大藪 延子★ 通訳 福島 ジュリアナ 

５年１組 ３４ 服部 拓史★ 市研修員 都倉 悠里★ 通訳 小林 亜羽梨★ 

５年２組 ３４ 前田 亜弓 養護 安藤 優 通訳 木佐貫 エディリン 

６年１組 ３５ 小嶋 美穂 栄養教諭 服部 弘美★ 通訳 三上 尚子 

６年２組 ３６ 北川 裕己★ 
学習生活 

相談員 
中西 美幸 通訳 比嘉 カティア★ 

合計  ４２５人 ALT ローリー 水上 学校司書 尾崎 美恵子★ 

 

 

 

 

 

亀山東小のホットなニュースは、 

http://www.kameyama-mie.jp/kblog/higashi/ でご覧ください。 

「亀山東小学校」で検索もできます。毎日更新されています。 
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携帯電話の学校への持ち込みについて 
 本校では、特別な事情により、どうしても携帯電話を学校へ持って来なくては

ならない場合、「許可願い」を出し、学校長の許可を受けることとなっています

ので、まずは、担任の先生にご相談ください。ただし、学校内では、携帯電話を

友だちの前では出さない・使わないというルールを守ってもらいます。ご協力のほど、よろしく

お願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■４月の行事予定と下校時刻

日付 主な行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

６日 金 着任式・始業式、入学式準備（６年） 10:40 10:40 10:40 10:40 11:40

９日 月
入学式（10:00～）　　※２～４年生は家庭学習
ＰＴＡ役員会19:00

保護者

と下校 10:50 10:50

１０日 火
平常４限授業、給食開始(2～6年)
※１年生地区別下校指導

11:00 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35

１１日 水
２～６年生平常授業開始　　身体測定２～６年
※１年生地区別下校指導

11:00 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45

１２日 木
給食開始(1年)　※１年生地区別下校指導
地区児童会9：00～　　身体測定・視力検査１年

14:45 14:45 14:45 15:35 15:35 15:35

１３日 金
視力検査６年　　図書委員による貸出開始
※１年生下校指導

14:45 14:45 15:35 15:35 15:35 15:35

１６日 月 視力検査４・５年　　委員会（６限）５・６年 14:45 14:45 14:45 14:45 15:35 15:35

１７日 火
全国学力・学習状況調査（6年）
みえスタディチェック（４・５年）
視力検査２・３年・欠席者など

14:45 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35

１８日 水 集団下校（下校指導） 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45

１９日 木
歯科検診
授業参観、PTA総会・学年(学級)集会

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

２０日 金 聴力検査１・２年 14:45 14:45 15:35 15:35 15:35 15:35

２３日 月
家庭訪問①（椿世・新椿世、北町、高塚・上野）
※短縮５限授業　　　　聴力検査３・５年

14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10

２４日 火
聴力検査：欠席者など

14:45 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35

２５日 水 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45

２６日 木
家庭訪問②（本町１・２　本町３・４　北山　東台・澁倉）
※短縮５限授業　　　　耳鼻科検診(１．２．３．５年）

14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10

２７日 金
春の遠足（雨天：５/２）※雨天中止の場合の下校時刻です。
＊遠足実施の場合の下校時刻は、目的地・天候等によって様々で

す。家庭へは各学年便りでお知らせします。

※14:40 ※14:40 ※14:40 ※14:40 ※15：30 ※15：30

亀山市立亀山東小学校

≪５月以降のおもな予定≫

＜５月＞　　１日(火)家庭訪問③（北鹿島　南鹿島　小下　井尻）
　　　　　　　　２日（水）遠足予備日
  　　　　　　　７日（月）家庭訪問④（阿野田、二本松、菅内、樺野）
　　　　　　　　９日（水）特別日課１３；３０下校（市内一斉研修会）
　　　　　　　１１日（金）家庭訪問⑤（栄町）
　　　　　　　１４日（月）家庭訪問（予備）
　　　　　　　1７日（木）亀山東小教育協議会19：00
　　　　　　　１９日（土）土曜授業　避難訓練・引き渡し訓練
＜６月＞　　３日（土）運動会（雨天順延）
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