
「あいさつ・くつならべ・うつくしいことば」を実践しよう！（塩竈市全小中学校で取り組んでいます！）

学 校 だ よ り

平成３１年
４月１８日

ＮＯ.１

塩竈市立浦戸小中学校

新しい仲間が増えました！今年度，７名の児童生徒が転入学しました。よろしくお願いします。

<浦戸小学校> 1年 森谷 春（もりや はる）くん

1年 田中 杏奈（たなか あんな）さん

5年 佐藤 杏（さとう あんず）さん

5年 柴生 珠妃（しのう たまき）さん

<浦戸中学校>1年 佐藤 うらら（さとう うらら）さん

2年 丹野 風歩（たんの かほ）さん

2年 坂本 想世花（さかもと そよか）さん

平成３１年度 塩竈市立浦戸小中学校 職員紹介
１年間どうぞよろしくお願いいたします！

職名 氏名 主な担当 主な教科担当
校長 鈴木 和彦 学校CIO

小学校教頭 佐藤 康 渉外，PTA，育成会 小５国語
中学校教頭 川上 剛弘 渉外，PTA，同窓会 中技術
小学校教諭 畠澤 翔子 １年担任 小１国語,算数,生活,小５･６･中家庭

〃 佐々木明香 ２年担任 小２国語,算数,生活,小1・2音楽・外国語
〃 熊谷 崇宏 ３・４年担任 小３国語,理科,社会,小４算数,小３･４理科・音楽・外国語

主幹教諭 安倍 浩一 教務主任，５・６年担任 小５算数・社会・外国語,小６国語
小学校教諭 松野 広 （大学院研修派遣）

講師 芳賀 郁美 副担任 小1・2体育，小３算数,小4国語,社会
小5理科，5・6音楽

中学校教諭 白鳥美智代 教務主任 中国語
〃 酒井 孝幸 １年主任・担任 小６理科，中理科
〃 土井 賢一 ２年主任・担任 小６社会，中社会

代替講師 鈴木 愉貴 ２年副担任 小６外国語・中英語
中学校教諭 村山 裕治 生徒指導主事，３年主任 小３・４，５・６体育，中保体

〃 岩渕奈津乃 ３年担任 小図工，中美術，中３数学TT
〃 石井 楓子 （育休）

講師 嶋 賢一 中副担任 中数学，小6算数
非常勤講師 手島 るみ 中副担任 中音楽
養護教諭 梶原 千紘 保健主事

事務・主事 栗田向日葵 庶務・管理
栄養士 泉 有紀 栄養士

技術主幹 菊田まゆみ 給食・調理
非常勤職員 内海 千祐 用務・給食・調理

〃 武山 一恵 給食・調理
〃 小幡 直喜 用務・運搬

スクールカウンセラー 沖田 未来 カウンセリング
ＡＬＴ レイチェル・リン・マンザーノ 外国語助手 小外国語TT，中英語TT

平成３１年度の児童生徒数
浦戸小学校２４名，浦戸中学校２２名，合計４６名でのスタートです！

校種 小学校 中学校

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 小計 １年 ２年 ３年 中計 総計

男子 １ ６ ３ １ ０ ２ １３ ３ ４ ３ １０ ２３

女子 １ ２ ２ ０ ３ ３ １１ ５ ６ １ １２ ２３

合計 ２ ８ ５ １ ３ ５ ２４ ８ １０ ４ ２２ ４６



平成３１年度 学校行事予定表
現段階での予定です。変更時は，お知らせします。

月 日 行事名 月 日 行事名

４ ８ 開校記念日，着任式，第１学期始業式，入学式 10 ４ 小５以上：生徒会役員選挙

９ 児童生徒会入会式 ７～８ 中：第2回定期考査

９～１１ 新転入児童生徒家庭訪問 １９ 文化祭

１１～１３ 中３：修学旅行 ２４ 遊ホール公演

１５ 中３：振替休業日 ２５ 振替休業日（１０/１９分）

１７ 小１校外学習 ２９ 中２・３：実力テスト

１８ 小６，中３：全国学力・学習状況調査 11 １ 市中学校音楽祭，小２：校外学習

２０ 学習参観，学級懇談会，PTA総会，PTA歓送迎会 ６ 学校入学説明会

２２ 振替休業日（４/２０分） ８ 避難訓練

２３ 総合学力検査（NRT） １４ 小５・６：校外学習

小：１年生を迎える会 １４～１５ 中１・２：三者面談

５ １０ PTA役員会 ２０～２１ 中：第3回定期考査

１１ 運動会 ２１ 中：校内球技大会

１３ 振替休業日（５/１１分） ２９ 小：地域交流日，中：星空観測,実力テスト

２１ アサリ採取 12 ２～３ 中３：三者面談

６ １～２ 市中学校総合体育大会 ６ 学習参観，学級懇談，小：お楽しみ会

３～４ 中：振替休業日（６/１，２分） １７ クリスマスバイキング給食

５ 小：田植え体験 ２３ 第２学期終業式

９ 塩竈市総合防災訓練・引き渡し訓練 １ ８ 第３学期始業式

１４ 振替休業日（６/９分） ９ 中：実力テスト

１８ 中：市陸上競技大会 １５ 海苔すき体験

２３ 市P連球技大会 ２０ 特認体験入学（～２４日まで）

２７～２８ 中：第1回定期考査 ２ ３ 小：豆まき集会

７ ３ 中３：赤ちゃんふれあい体験 ４ 私立高校入試Ａ日程

３～５ 中２：職場体験 ６ 私立高校入試Ｂ日程

３～４ 小５・６：修学旅行 １９ 保護者入学説明会

１２ 中３：実力テスト ２６～２７ 中：第4回定期考査（中３：17,18）

学習参観，学級懇談，小：七夕集会 ２８ お別れバイキング給食

１５ みなと祭よしこの塩竈参加 ３ ４ 中３：公立高校選抜入試

１９ 第１学期終業式 ５ 卒業生を送る会

２２ 家庭訪問（島内，塩竈，方面） ６ 同窓会入会式

２３ 家庭訪問（七ヶ浜，多賀城，利府方面） ７ 中学校卒業証書授与式

２４ 家庭訪問（仙台，他方面） ９ 振替休業日（３/７分）

２５ サマースクール① １３ 学習参観・学級懇談

２６ サマースクール② １９ 小学校卒業式

８ ２１～２３ サマースクール③～⑤ ２４ 修了式

２４ PTA奉仕作業，PTA役員会 ２７ 離任式

２６ 第２学期始業式

２７ 中：実力テスト

２８ 中：市駅伝大会

９ ４ 小３・４：校外学習

９～１０ 浦戸合宿

２１ 中：市新人大会，中３：実力テスト

２４ 中：振替休業日（９/２１分），小：稲刈り体験

２７ 小：校外学習


