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「自立する児童」の育成 

校長 浅川 縁 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。 

今年度も「自立する児童の育成」に重点をおき､教

育活動を展開して参ります。 

◆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据え、子ども自身の

「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、すすんで行動できる力と考えま

す。子ども自身が学習活動・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。本年度の主な取組みです。 

① 確かな学力－どの子にも「分かる」授業づくり 

少人数指導による基礎基本の定着やＩＣＴの活

用、体験的な学習等を推進し、ねらいの明確な授業

の改善・工夫を図ります。 

② 健やかな体－体力向上・安全教育推進 

  天然芝での外遊び・運動の奨励による体力向上を

図り、スポーツギネス新宿の取組みや「早寝 早起

き 朝ごはん」の実践、危機を回避する力や規範意

識の向上を目指します。 

③ 豊かな心－多くの方とのふれあいや交流活動 

  異年齢活動、高齢者とのふれあい給食や読書活

動、ふれあい月間における親子読書、本物に触れる

体験、相談活動等をより一層充実させます。 

④ 家庭・地域の皆様との共育－地域協働学校準備 

校として運営協議会を重ね、地域の学校としての役

割を果たします。地域の方々との交流を通し、子ど

もたちの地域の一員としての自覚を育みます。 

 教職員一同、一人一人の子どもに正対し、子ども

たちの健やかな成長のために全力を尽します。 

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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の主な予定 

日 曜 朝 行 事 等 

6 水 始業式 Ｂ 入学式 

7 木 安全指導 Ｂ 定期健康診断始 

8 金 漢字 給食始  計測 

9 土 
  

10 日 
  

11 月 全校朝会 委員会活動 

12 火 計算 視力・聴力検査（５・６年） 

13 水 読書 B 

14 木 迎える会 
１年生を迎える会 

内科検診（上学年） 

15 金 漢字 
視力・聴力検査（３・４年）  

１年給食始  保護者会 

16 土 
  

17 日 
  

18 月 全校朝会 天神っ子  クラブ活動 

19 火 計算 
全国学力・学習状況調査（６年） 

内科検診（下学年） 家庭訪問① 

20 水 読書 B 

21 木 仲良し 
歯科検診  尿検査１次 

家庭訪問② 

22 金 漢字 
視力・聴力検査（１・２年） 

離任式 

23 土 
  

24 日 
  

25 月 全校朝会 
避難訓練  家庭訪問③  

1・2年交通安全教室 

26 火 計算 家庭訪問④ 

27 水 読書 Ｂ 一斉下校 

28 木 仲良し 
消防写生会（１・２年） 

家庭訪問⑤ 

29 金 
 

昭和の日 

30 土 
  

○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.430 
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主な年間行事等の予定 

主な保健行事の予定 

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・学習状況調査（６年） 家庭訪問 

離任式 一斉下校 交通安全教室  

５ お誕生給食会 運動会 

６ 

読書旬間 美術鑑賞教室（４年） 学校公開 

学校説明会 体力テスト お誕生給食会 

水泳指導始 音楽鑑賞教室（６年） 

７ 
都学力向上を図る調査（５年） 給食試食会 

保護者会 着衣泳 終業式 夏季水泳指導 

８ 

夏季水泳指導 夏季施設（５年） 始業式 

土曜授業 防災の日（引き渡し訓練） 

新宿中学校体験授業（６年） 

９ 

学校公開 学校保健委員会 保護者会 

セーフティ教室 土曜授業 学校説明会 

水泳指導終 スポーツギネス お誕生給食会 

プラネタリウム見学（３年） 国際交流学習 

１０ 

仲良し給食会 移動教室（６年） 

薬物乱用防止教室（６年） 長なわタイム 

社会科見学（４年） グリーンアドベンチャー 

１１ 

読書旬間 就学時健康診断 お誕生給食会 

個人面談 社会科見学（３年） 

開校記念集会 富天交流 

１２ 

展覧会 短なわタイム 社会科見学（５年） 

みんなで働く日 お誕生給食会 

保護者会 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 土曜授業 道徳授業地区公開講座 

２ 

読書旬間 ジョギングタイム クラブ見学（３年） 

社会科見学（６年） 新一年保護者説明会 

演劇鑑賞教室（５年） 

プラネタリウム見学（４年） お誕生給食会 

３ 

６年生を送る会 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 

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 

８ 夏季施設前健康診断 

９ 発育測定 学校保健委員会 脊柱側わん症検診 

１０ 移動教室前健康診断 

１１ 就学時健康診断 

１ 発育測定 

教務主任 井上大輔 

平成２８年度の学校教育方針や教育活動を保護者にお

知らせするために、次の通り保護会を開催します。 

・全学年：４月１５日（金）14:30から体育館で全体会の

あと、15:00から各教室で保護者会となります。よろし

くお願いいたします。 

※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。 

保護者会のお知らせ 

生活指導主任 八尋亜希子 

４月２７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、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下校時に発生したときです。 

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、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は大切です。上学年は下

学年を担当教員と共に面倒みながら下校する心構えを自

覚することも大切です。 

従って、訓練ではありますが、放課後の子ども広場を利

用するお子さんについては、この日は直接の広場利用では

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 

教務主任 井上大輔 

保護者の教育に対するお考えを聞き、お子さんの指導

に役立てるために、次の通り家庭訪問を行います。ご多

用とは思いますが、ご協力お願いいたします。 

《訪問予定日》 

４月１９日（火）２１日（木）２５日（月） 

２６日（火）２８日（木） ［ 以上５日間 ］ 

 なお、５年生については２５日と２６日が夏季施設女神

湖実踏（下見）で担任不在のためその日は行わず、５月２

日（月）と５月１１日（水）に振り替えて行います。 

家庭訪問のお知らせ 

生活指導主任 八尋亜希子 

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。 

これを機に、ご家庭においても登下校の交通安全につい

て、もう一度お子さんにご確認ください。また、お子さん

の自転車の点検整備を行っていただき、安全な走行につい

ても、よく話し合っていただきたいと思います。  

 

・第１学年、第２学年  ４月２５日（月） 

 警察官から通学路の安全な歩き方について話を聞き、 

実際に通学路を歩きます。 

・第３学年～第６学年  ６月２１日（火） 

 警察官から自転車の安全な乗り方について話を聞いた

り、ビデオ番組を視聴したりして学習します。  

交通安全教室について 
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