
 

 

 

 

 

今年こそは…。 

校長 加瀬 政吉 

 新入生９５名を迎え、全校児童６５０名で令和４年度がスタートしました。７日の始業式で

は、全校児童に向けて、今年こそは何の制限もない学校生活、教育活動ができるようにという願

いをこめて話をしました。 

 思い返せば、令和２年１月に日本国内で初めて新型コロナウイルスへの感染が確認され、同年

３月３日からは、旭市内の小中学校が一斉臨時休校となり、何度かの延長を経て学校が再開した

のは、６月１日でした。それ以降、約２年間様々な感染対策を講じつつ、「学校の新しい生活様

式」に則した教育活動を展開してきました。 

 先日、千葉県教育委員会から、児童生徒の成長に欠かせない様々な体験や活動が必要以上に中

止・縮小されないよう、必要な感染症対策の徹底は継続しつつ、地域や学校の状況を踏まえ、段

階的に教育活動の制限を緩和するという方向性が示されました。 

 今後、授業においては、実技・実習（球技・楽器演奏・調理実習 等）も実施、修学旅行は、

県内外を問わず実施、給食は「対面」での黙食も可能というようになっていきます。 

 引き続き、感染防止対策を徹底しながら、子どもたちにとって安心して楽 

しく通える魅力ある学校となるべく、教職員一同「チーム中央小」として、 

努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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学 校 職 員 紹 介 

校  長    加瀬 政吉 

教  頭    佐藤  雅美    相京 義晴        教務主任   宮内 弘和 

１学年担任  寺井 理恵(A)  緒方 麻理 (B)  岩井奈都子(C)     

２学年担任  今関 百代(A)  鈴木 舞  (B)  植田 桃子(C)    加瀬 祐次(D)   

３学年担任  江畑佐友里(A)  菅谷 優希 (B)  加瀨 悠介 (C)  

４学年担任  小野 優晃(A)  鷺山 楓   (B)     真紀 (C)   

５学年担任  石沢 竜大(A)  横須賀里奈 (B)   葛生 雄大(C)   

６学年担任  大目香奈代(A)   宮本 和也(B)   宇井 千夏(C)   上原 愉生(D)   

特別支援   實川よし美（あさがお） 向後 和恵（ひまわり）  平野 美加（なのはな）  

       戸村 頼直（たんぽぽ） 中村 文枝（つくし）   髙橋 明子（こすもす）   

坂尾麻紀子（言語 A 組） 小川 史織（言語 B 組）  菊地原珠美（にこにこ）       

専科・少人数  須田 千尋（理科）   石毛 明美（音楽）  赤谷 怜菜（英語）   神子 沙耶（算数） 

養護     平野 陽子（養護）   

事務     齊藤 和弘 加瀬 道乃  ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 佐瀬 雅子 

教諭補助員  飯髙 真生 川島 めぐみ 小林 孝美 本宮 昌子 椎名アベリーナー 

ＡＬＴ    オーブリー        スクールサポートスタッフ 馬淵美恵子 

用務員    篠田 光枝 高橋 美保  メディカルサポーター 福井明日香    

図書館司書  萩原 遼          初任者指導  林 麻知子    



 教頭 佐藤 雅美 

「花はむらさき♪」の校歌がと

ても懐かしいです。皆が笑顔にな

る中央小を、皆様と一緒に作り上

げていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

１－Ｂ 緒方 麻理 

４月から中央小学校に参りまし

た緒方麻理です。 

精一杯頑張りたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

２－Ｄ 加瀬 祐次 

 子どもたちが、楽しく安全に過

ごせるよう、全力で頑張りたいと

思います。よろしくお願いします。 

３－Ｃ 加瀨 悠介 

この中央小学校で、子どもたち

と共に学べることをとても嬉しく

思っています。よろしくお願いい

たします。 

４－Ｂ 鷺山 楓 

子どもたちと共に学び、笑顔あ

ふれるクラスを作れるよう頑張り

ます。よろしくお願いします。 

６―Ｃ 宇井 千夏 

中央小のみなさんに会えること

を、心待ちにしていました。笑顔

いっぱいで頑張ります。よろしく

お願いします。 

あさがお 實川 よし美 

たくさんの子どもたちや先生方

と一緒に楽しく過ごしていきたい

と思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

たんぽぽ 戸村 頼直 

何事も「楽しむ」気持ちを忘れ

ずに一年間過ごしていきたいと思

います。よろしくお願いいたしま

す。 

こすもす 髙橋 明子 

笑顔溢れる中央小学校の子ども

たちに出会え、とても嬉しく思っ

ています。どうぞ宜しくお願いい

たします。 

少人数 神子 沙耶 

子どもたちの成長を、全力でサ

ポートできるように頑張ります。

よろしくお願いいたします。 

事務 齊藤 和弘 

趣味及び特技は「野球の審判」

です。審判と同様に、ミスジャッ

ジをしないよう、正確な事務処理

を心掛けます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

教諭補助員 飯髙 真生 

子どもたちが楽しい学校生活を

過ごせるようサポートさせていた

だきます。よろしくお願いいたし

ます。 

教諭補助員 本宮 昌子 

子どもたちが笑顔で楽しく学校

生活を送れるよう、サポートして

いきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

初任者指導 林 麻知子 

今年度は、初任者指導という立

場でお世話になります。明るく元

気な子どもたちと一緒に頑張りま

す。宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

学校費の口座振替について 

５月２０日（金）口座振替を予定していま

す。振替金額は、全校児童一人５，０００円

となります。ご多用の中恐縮ですが、ご協力

をお願いいたします。 

詳細につきましては、後日配付の「学校費

の口座振替について（お願い）」をご覧くだ

さい。 

転 入 職 員 

あ い さ つ 

お気軽にご相談ください 

 お子さんについて気になることがありました

ら、以下の相談窓口にご相談ください。 

 

学校生活における相談（いじめ・体罰・セクハラ等）

☎中央小６２－０１４２ 

 

【児童からの相談】養護教諭・教育相談担当  

【保護者からの相談】教頭 

 校内には児童の相談を常時受け付ける「相談

箱」を設置しております。セクハラについては、

児童・保護者ともに養護教諭にご相談ください。

学校生活や家庭教育、子育て等の相談は、本校

のスクールカウンセラーも相談に応じます。 

ホームページでは、学校だよ 

りをカラーで御覧いただけます。 
 

 

右のＱＲコードもご活用ください。 

http://www.edu.city.asahi.chiba.

jp/es-asahichuou/news/index.html 


