学校だより No.３３７

松 が 丘 小 だ よ り 4 月号
２０１９年（平成３１年）４月８日

新しい時代の始まりにあたって
西原 直人
校庭の桜もいよいよ盛りとなり、新学期が始まりました。今年は例年より少し早く、3 月 26 日
に松が丘小学校の校庭の桜が開花しましたが、途中、寒の戻りもあり、子どもたちの進級や入学
を祝うかのように咲き誇っています。
さて、私は、この度の人事異動によりまして、北本 章校長の後任として、校長になることとな
りました。二年間教頭として、勤務しておりましたので、子どもたちや保護者の皆様のこと、地域
のことが分かり、心強く思っております。北本校長同様、よろしくお願いいたします。
本校の学校教育目標は「共に育つ学校」と設定しています。本校はコミュニティ・スクールとし
ての指定を受けて 3 年目を迎えました。社会が急激に変化している今、子どもたちのよりよい成
長を支えるために、われわれ教職員、保護者、地域の皆さんが連携・協働しながら、地域の学びの
拠点として、子どもとともに、周りの大人もともに学び成長していける学校をめざしています。
また、めざす子ども像は、
「たしかに（知） ゆたかに（徳） たくましく（体）
」としています。
激動の社会を生き抜く子どもたちにつけなければならない力として、
「人生や社会に生かせるたし
かな学び」
、
「主体的・協働的に仲間と共に学ぶ中で培うゆたかで柔軟な心」
、
「たくましく人生や
社会に向かう心と体」を考えています。これらの力は、学校の中だけで培うことができるもので
はありません。ご家庭や地域の支えがあってこそであると考えています。そのためにも、学校に
いつでもお越しいただき、教職員、保護者、地域の皆さんが「チーム松が丘」として、子どもたち
の育成に携わることで、共に学び、育つことのできる学校づくりをめざします。
改元の年号も「令和」と決まり、まもなく新しい時代の幕開けがやってきます。われわれ教職員
も、心新たに子どもと共に頑張っていきますので、今年度もよろしくお願いします。
お 知 ら せ
◎大人も楽しむ学習広場
本年度も大人も楽しむ学習広場を開催します。現在講師・日程等を調整しています。決定次第お知らせい
します。
○実施予定教室
・大人も楽しむ折り紙教室 ・大人も楽しむ外国語教室 ・大人も楽しむ書道教室
○実施検討中教室
・大人も楽しむパソコン教室 ・大人も楽しむ天文教室 ・大人も楽しむ自然観察教室
◎松っ子将棋教室
今年度も松っ子将棋教室を地域の将棋愛好家の皆さんのご協力により開催します。詳しくは後日案内を
差し上げます。
◎松っ子レベルアップ学習教室
昨年よりスタートした松っ子レベルアップ学習教室を、今年度は３～6 年生に拡大し、開講する予定で
す。詳しくは後日案内を差し上げます。

4 月行事予定
８日（月） 着任式 始業式 入学式準備 11：20 下校（2～4 年）12：10 下校(5・6 年）
９日（火） 入学式 11：30 下校(1 年）12：10 下校(2～6 年） 1 年アレルギー懇
１０日（水） 発育測定(高) 給食開始（2～6 年） 委員会オリエンテーション(5.6 年)5.6 校時
１１日（木） 1 年心臓検診
１２日（金） 離任式 発育測定（中）
１５日（月） 校内安全週間（～19 日） 子ども安全の日 登校指導 1 年給食開始
内科検診（4～6 年） 発育測定（低）
１６日（火） 視力検査（高） 学級懇６校時（わかくさ学級懇 5 校時） PTA 役員選出
１７日（水）
１８日（木）
１９日（金）
２２日（月）
２３日（火）

視力検査（中） 代表委員会 学校司書来校
学力学習状況調査（6 年） 尿検査 内科検診（１～３年） 学校司書来校
家庭訪問 下校 13 時 30 分 視力検査（低）
聴力検査（1 年） 家庭訪問
入学を祝う会 アレルギー懇談会

２４日（水） 聴力検査（２・３年） 家庭訪問 アレルギー懇談会
２５日（木） 尿追検査 聴力検査（４・５年） 家庭訪問 学校司書来校
２６日（金） ふれあい鑑賞会

５月の主な行事
８日（水）校外児童会・一斉下校 １０日（金）授業参観 2 校時 ＰＴＡ総会 2５日（土）体育大会
2７日（月）代休 2８日（火）弁当日 31 日（金）6 年校外学習（奈良）

平成 3１年度の主な行事日程
ＰＴＡ総会

5 月 10 日（金）

音楽会

11 月１６日（土）

体育大会

5 月 2５日（土）

参観・懇談会

12 月 5 日（木）

引き渡し訓練

6 月 1０日（月）

2 学期終業式

12 月 2４日（火）

4 年野外活動

6 月 2７日（木）
・2８日（金）

3 学期始業式

1 月 7 日（火）

1 学期終業式

7 月１９日（金）

図工展

２月 ５日（水）～2 月８日（土）

2 学期始業式

８月２６日（月）

オープンスクール

2 月 ８日（土）

オープンスクール

9 月 2０日（金）

卒業式

3 月 2３日（月）

修学旅行

９月 30 日（月）
・10 月１日（火） 修了式

3 月 2４日（火）

自然学校

10 月 1７日（木）～２１日（月）

職員の異動のお知らせ
離任・退職された教職員

着任された教職員

北本
章（校長）
芳野 典子（教諭）
花井未奈美（教諭）

退職
退職
退職

入江由美子（教頭）
中川 知浩（教諭）
横山
愛（教諭）

明石市立山手小学校より
明石市立大久保小学校より
明石市立林小学校より

池田 千福（教諭）

退職

岸本記公野（教諭）

明石市立朝霧小学校より

森井 恵子（調理員） 退職
松本 正史（教諭）
明石市立朝霧小学校へ
高橋 進一（教諭）
明石市立大久保小学校へ

川口 倫子（教諭）
明石市立朝霧小学校より
黒田恋乃葉（教諭）
新採用
大内みどり（調理員） 明石市立大観小学校より

増本眞理子（教諭）
明石市立山手小学校へ
桑原 季子（調理員） 明石市立中崎小学校へ
岡本 明美（調理員） 明石市立谷八木小学校へ

村上 美枝（調理員） 明石市立谷八木小学校より
林
正子（調理員） 明石市立高丘東小学校より

