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ご入学、ご進級おめでとうございます 

校長 浅川 縁 

校庭の桜が、可愛い１年生を迎えるように、一斉に咲

きそろいました。一つ一つの花は小さいけれど、満開に

なると美しく見事です。入学式には、１年生が可愛くほ

ころぶ小さな蕾のように揃いました。やがて、一人一人

が精一杯自分の花を大きく開き、美しく見事に咲きそろ

う姿が期待されます。美しく見事に花を咲かせるには、

そのための環境を作り、支援を怠ってはなりません。そ

れには「花の心」と「かけ肥」が大切です。①自然を無

視し、「花の心」をわきまえず育てようとすれば、花は

機嫌を損ねる。②「かけ肥」とは、「花に声をかける」

ということです。 

希望あふれる４月、自分の花を大きく開花させようと

心膨らませる個性豊かな児童一人一人の期待に応えるた

めに、本校教職員一同、心新たに取り組む姿勢を整え、

出会いを大切にいたします。地域協働学校としての教

育活動を更に展開して参ります。 

◆本校の教育目標 ○よく考え工夫する子  

○明るく元気な子  

 ○仲よく助け合う子 

全教育活動の基盤に人権教育をすえ、児童の「自立」

に向けて、知・徳・体の調和のとれた確かな力を育みま

す。「自立」とは、生活習慣を確立し、自ら考え、適切に

判断し、すすんで課題解決や行動ができる力と考えます。

児童自らが学習活動・生活に自信をもって営むなど｢自己

肯定感､自尊感情｣を高めることができるよう指導・支援

して参ります。 

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の生活目標「きまりを守って生活しよう」 

 

 

 

 

 

 

 

※ B時程の1時間目開始時刻は、8時30分となります。 

４月の主な予定 

日 曜 朝 行 事 等 

8 月 B 始業式 入学式 

9 火 学級 給食始  

10 水 B 安全指導  

11 木 学級 発育測定（全学年） 

12 金 B 保護者会 

13 土 
  

14 日 
  

15 月 全校朝会 
コオーディネーショントレーニング 

視力（４・６）委員会活動 

16 火 漢字計算 
視力・聴力検査（３・５年） 

1年給食始 

17 水 B コオーディネーショントレーニング 

18 木 読書 

全国学力調査（６年） 

視力・聴力検査（１・２年） 

家庭訪問① 

19 金 学級 

コオーディネーショントレーニング 
交通安全指導（１・２年） 

食育指導 尿検査 家庭訪問② 

20 土   

21 日 
  

22 月 全校朝会 
避難訓練 天神っ子 内科検診 

クラブ活動 

23 火 
1年生を

迎える会 
1年生を迎える会 家庭訪問③ 

24 水 B 眼科検診（全）一斉下校 

25 木 仲良し 
仲良し班編成 内科検診 

家庭訪問④  

26 金 読書 消防写生会（１・２年）離任式 

27 土   

28 日   

29 月 
 

昭和の日 

30 火 
 

振替休日 

○進んで元気な声であいさつする。 

○通学路を守って登下校する。 

○チャイムの合図を守る。 

○校帽をかぶり、登校する。 

学校便り             No.463 
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主な年間行事等の予定 

 

主な保健行事の年間予定 

月 行 事 等 

４ 
発育測定 視力・聴力検査 内科検診 

歯科検診 尿検査 

５ 眼科検診 耳鼻科検診 心臓検診 

６ プール前健康診断 

７ 学校保健委員会 

８ 夏季施設前健康診断  発育測定 

９ 脊柱側わん症検診  移動教室前健康診断 

１１ 就学時健康診断 

１ 発育測定 

 

月 行 事 等 

４ 

始業式 入学式 １年生を迎える会 保護者会 

全国学力調査（６年） 家庭訪問 離任式  

交通安全教室（１・２年） 一斉下校  

５ 家庭訪問 お誕生給食会 運動会 

６ 

読書旬間 スポーツギネス 美術鑑賞教室（５年）

音楽鑑賞教室（６年）学校公開 

学校説明会 セーフティ教室 体力テスト  

お誕生給食会 引き渡し訓練 水泳指導始  

７ 

都学力調査（５年） こころの劇場（６年） 

自転車教室（３・４年） 

給食試食会 学校保健委員会 保護者会 着衣泳   

終業式 夏季水泳指導 夏季施設（５年） 

８ 
夏季水泳指導 始業式 

新宿中学校合同体験授業（６年） 

９ 

保護者会 水泳指導終 学校公開 学校説明会 

道徳授業地区公開講座  スポーツギネス  

情報モラル教育（５年）お誕生給食会  

国際交流学習 社会科見学（３年） 

１０ 

伊那移動教室（６年）プラネタリウム（３年） 

短なわタイム 個人面談 読書旬間 天富交流 

グリーンアドベンチャー お誕生給食会  

薬物乱用防止教室（６年）社会科見学（４年） 

１１ 
土曜授業 避難所訓練 就学時健康診断  

学芸会 社会科見学（５年）  

１２ 
みんなで働く日 お誕生給食会 保護者会  

ジョギングタイム 終業式 

１ 
始業式 区学力定着度調査（２～６年） 席書会 

書き初め展 学校公開  

２ 

読書旬間 プラネタリウム（４年）お誕生給食会 

クラブ見学（３年） 社会科見学（６年）  

長なわタイム 新一年保護者説明会  

演劇鑑賞教室（４年） ６年生を送る会  

３ 

保護者会 中学校体験入学（６年）  

卒業を祝う会（６年）お別れ給食会 修了式  

卒業式 

教務主任 

◎保護者会：４月１２日（金） 

平成３１年度の学校教育方針や教育活動、学級経営方

針等をお知らせいたします。 

＊全体会－14:30～（体育館） 

＊各学年－15:15～（各教室） 

※上履きをご用意ください。 

※自転車での来校はご遠慮ください。 

 

◎家庭訪問：４月１８日（木）・１９日（金）・２３日（火） 

      ２５日（木）・５月７日（火）・８日（水） 

＜計６日間＞ 

 ご家庭の考えや要望を伺い、学校での指導に役立ててい

きます。（6年生は個人面談） 

 本日、各担任より希望調査票が配布されましたので、４

月１１日（木）までにご提出ください。尚、３・５・６年

生は、担任が出張のため実施できない日があります。ご承

知おきください。 

保護者会・家庭訪問のお知らせ 

生活指導主任 

４月２４日（水）に、ＰＴＡ校外委員さんの協力を得

て、今年度の下校班を編成し、一斉下校を実施します。 

 学校生活の中で、一斉下校が必要となるのは、下校時

に台風や大雨による自然災害の危険、不審者の出現や付

近の火災などによる危険などが発生したときです。 

こうした非常時に備えて、児童一人一人が一斉下校と

いう下校の仕方があることやどんなメンバーでどのよう

に下校するかを知っておくことが大切です。担当教員と

共に上学年が下学年の面倒をみながら下校するといった

心構えや自覚を促す目的もあります。 

従って、放課後に「子ども広場を利用するお子さん」に

ついては、この日、直接広場を利用するのではなく、一度

下校した後の広場利用をお願いしたいと思います。もちろ

ん学童へ送ることと同様、個別の事情には応じることがで

きます。ご理解とご協力をお願いします。 

一斉下校について 

生活指導主任 

新学期にあたり、子どもたちの交通安全に対する意識を

高めることを目的に、交通安全教室を実施する予定です。 

この機会にぜひ、ご家庭においても登下校の交通安全に

ついて、お子さんと一緒に再確認くださいますようお願い

いたします。また、お子さんの自転車の点検整備や安全な

走行についても確認し、共通理解を深めていただきたいと

思います。  

・第１学年、第２学年  ４月１５日（月） 

通学路の安全な歩き方や交通ルールについての指導を

行います。 

・第３学年、第４学年  ７月 ９日（火） 

 自転車の安全な乗り方について指導を行います。 

交通安全教室について 


