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みんな集まれ！ 

 

白井市立白井第三小学校学校便り 

４月の生活目標 
 

【元気よく挨拶をしよう】 
（おはようございます。さようなら。職員室への入り方） 

〇廊下は右側を静かに歩こう 

（教室移動の際は無言移動） 

新年度のスタートです 
                   校長 尾見 英明   

 
新しい年度、令和３年度（２０２１年度）のスタートです。４月１日に白井第三小学校に着任し、児童の皆

さんに会うことをとても楽しみにしていました。新しい出会いを大切にし、ともに成長していきたいと考え
ています。 
８日の入学式では８３名の新入生を迎えます。全校児童６６１名となります。「自ら学ぶ 心豊かで たく

ましい児童の育成」を学校目標に、未来をたくましく生きる子ども達を育てるために、本年度も全職員が全力
で児童への指導・支援をしてまいります。保護者の皆様、地域の皆様の変わらぬ御支援、御協力をお願いいた
します。 

 

入学式について 
 昨今のコロナウィルス感染予防対策

のため、2～6 年生はこの日臨時休業

となります。なお、6 年生の一部の児

童は登校となります。担任より連絡い

たします。 

担任等 氏　　　名 担任等 氏　　　名

1 校長 尾見　英明 26 なしのみ学級1組 山内　美由紀

2 教頭 大友　桂 27 なしのみ学級2組 小林　裕子

3 事務 松井　千尋 28 にじいろ学級1組 江本　結花

4 教務・専科 伊藤　沙緒里 29 にじいろ学級2組 岩﨑　貴子

5 １年１組 小泉　美千代 30 ことばの教室 小泉　恵美

6 １年２組 鈴木　康祐 31 専科 武田　さとみ

7 １年３組 青山　有香 32 専科 遠藤　幸恵

8 ２年１組 山﨑　愛里砂 33 養護 鈴木　純子

9 ２年２組 増田　悠吏 34 用務 舘澤　啓子

10 ２年３組 小谷　裕之 35 学校補助 関水　清美子

11 ３年１組 榎田　有輝 36 学校補助 大道　美樹子

12 ３年２組 川尻　遼 37 学校補助 大内　美奈子

13 ３年３組 永渕　裕子 38 個別支援学級介助 友野　扶美枝

14 ４年１組 中野　一生 39 個別支援学級介助 草刈　寿子

15 ４年２組 寺島　歩南 40 個別支援学級介助 鎌滝　彩子

16 ４年３組 齋藤　加奈 41 看護師 三田村　真由美

17 ４年４組 大井　雅斗 42 看護師 伊藤　和美

18 ５年１組 浅利　亮 43 読書活動推進補助 井上　潤子

19 ５年２組 古堅　はるか 44 初任者指導 中島　均

20 ５年３組 加藤　裕 45 初任者指導 稲石　照弥

21 ５年４組 小川　佳代 46 初任者後補充 中嶋　眞理子

22 ６年１組 大豆生田　走 47 ＡＬＴ
ジェロム　ケアヴェレイキニ

　　アー　クイン

23 ６年２組 齊藤　志麻 48 ＡＬＴ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ｼﾞｪｰﾑｽ・ｶｽﾞﾝｽ

24 ６年３組 片山　陽友 49 ＩＣＴ支援 八幡　美穂

25 ６年４組 森田　梨花

令和３年度　職員一覧



 
学習参観について 

 
 22日（木）は学習参観を行う予定です。例年
とは異なり、分散型の参観となります。別紙をご
覧ください。 

 

令和３年　　　４月　行事予定
1 木 16 金
2 金 17 土
3 土 18 日

4 日 19 月 １年生平常日課開始

５年脊柱側湾症検診　9:00-11:20

5 月 安全点検日
20 火 １年生を迎える会（と21日、23日）

尿検査１次

6
火 着任式、始業式　下校11:40

21 水
平常日課5時間　１4:00下校

尿検査１次（予備日①）

7
水 入学式準備　下校11:40

22 木
平常日課

学習参観①

PTA総会（紙面決議）

8 木
入学式9:45（受付8:45～9:15）

２～６年臨時休業 23 金

9 金
給食開始(２～６年）５時間特別日課14:00下校

２～６年・なし・にじ学級保護者会　ＰＴＡ役員決め

１年生下校11:40
24 土

10 土 25 日
11 日 26 月 ６年卒対費引き落とし開始

12 月 １年生下校11:40

委員会活動① 27 火 交通安全教室1～3年生

１年生眼科検診（13:45～）

13 火 １年給食開始
28 水 職員地域訪問　5時間特別日課14:00下校

尿検査１次（予備日②）

14 水 校内健康診断 29 木 昭和の日

15 木 避難訓練①～19日 30 金 職員地域訪問　5時間特別日課14:00下校

（集金）ゆうちょ引き落としについて 
 
 各学年の教材費はゆうちょ銀行引き落とし
となっています。第１回目の引き落としは，１
～５年生が５月２５日，６年生は４月２６日と
なります。毎回の負担が少なくなるよう，今年
度は 6 年生が 7 回，その他の学年は５回に分
けて引き落とさせていただきます。なお，児童
一人につき 1 回 10 円の手数料がかかります
ことをご了承ください。   
以下のような集金になりますのでご協力よ

ろしくお願いいたします。 
 

① 引き落とし月の「学年便り」で引き落とし
金額と内容をお知らせします。 

② ２５日に引き落としができなかった方に
翌月５日に再引き落としをする案内が行き
ます。 

③ 再引き落としができなかった場合は，現
金集金となります。 

転入職員紹介 
 
尾見 英明    白井市教育委員会より 
浅利  亮    佐倉市立南志津小学校より  
増田  悠吏        新規採用 
寺島  歩南        新規採用 
小川 佳代    白井市立大山口小学校より 
片山 陽友        印西市立原小学校より 
大井 雅斗        四街道市立四街道小学校より 
松井 千尋    印西市立印西中学校より 
鎌滝 彩子    市職新規採用 
伊藤 和美    市職新規採用 
舘澤 啓子    白井市立池の上小学校より 
稲石 照弥    白井市立白井第一小学校より 
中嶋 眞理子   白井市立七次台小学校より 

セクハラ相談窓口 
 

本校では、セクハラ相談を教頭及び養護教諭
が担当しております。気になることがございま
したらご相談ください。また、その他教育相談
につきましては、学級担任、学年主任、養護教
諭、ことばの教室担当等にご相談ください。 

保護者会について 
 
 9日（金）は、1年生以外の学年・学級で保護
者会を行います。事前に検温していただき、体調
に変化が見られる場合は出席をご遠慮ください。
マスクの着用をお願いします。 

 

 


