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暖かな春の訪れを感じる中、学校では、５４名の新１年生と５名の新任及び転入教職員を迎え、新年
度がスタートしました。お子さまのご入学、ご進級おめでとうございます。
新１年生は、ピカピカのランドセルを背負いながら保護者の方々と元気に登校しました。大きな期待
とちょっぴりの不安を抱えながら入学式に臨んでいるように見えました。新しい教室に入った２年生以
上の子供たちも、目を輝かせながら元気いっぱいの返事やきびきびとした行動を見せてくれました。
私たち教職員も、子どもたちや保護者、地域の皆様の期待に応えられるよう決意を新たにしたところ
です。全校児童４１７名の成長の手助けができるよう、教職員３４名が一丸となって取り組んでいきた
いと思います。
今年度も、校訓「質実剛健」のもと，次のような「知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成」を
めざし、授業や行事など、日々の実践に取り組んでいきます。皆様のよりいっそうのご理解とご協力を
お願いいたします。
◆ 本校の校訓

「質実剛健」（飾り気がなく、まじめなこと 心や体が強く、たくましいこと）
◆ 教 育 目 標 「つながり合い、たくましく生きぬく児童の育成」
た たくさん学ぶ】
◆ めざす児童像 「よく考え、学び合う子（知）」 【○
ば 場所と時間に応じた行動】
「優しく、助け合う子（徳）」
【○
つ 強い体と心】
「粘り強く、鍛え合う子（体）」 【○

１．児童の学力向上
・ 学び合う授業の確立
・ 教職員の共通実践と授業改善
２．児童の豊かな人間性と社会性の育成
・ 自主的、実践的な態度の育成
・ 読書活動の推進
３．児童の体力と健康
・外遊びやスポチャレへの奨励
・給食後の歯みがきの習慣化
４．家庭・地域との連携強化
・地域住民、歴史、文化等とふれあう
体験活動の充実
・各種便りやＨＰ等による情報公開

１．早寝・早起き・朝ご飯・あいさつ
・ 朝 ６時半までに起床、８時までに登校
・ 夜 10 時までに就寝
・ 朝ごはんをきちんと食べる
・ 進んであいさつができる
２．家での学習時間の確保（家庭学習）
・ 10 分×学年
３．生活習慣の改善
・ テレビ・ゲーム等の時間を減らす
・ 家庭での会話や読書を大切にする
４．安全への指導
・ 交通安全・不審者対応・災害時など、
命を守ることができる

わからないことや心配なことなどがありましたら、気軽に学校までご連絡ください。
（TEL ２８８－８５１１
FAX ２８８－８５１２）

４月の主な行事予定

〈異動のあった教職員紹介〉

今年度は新しく５名の転入教職員を迎え、下記のよ
うな職員構成で学校運営を行うことになりました。
保護者の皆様や地域の皆様の温かいご支援とご協
力をよろしくお願いいたします。
☆新しく津幡小に赴任した５名の教職員
・教諭 坂田 真衣
・講師 今村 伸平
・臨任事務 東野由香子
・調理師 横井 三奈 ・調理員 出島 裕美
☆転出及び退職された教職員
・教諭 鷲尾由紀子
・教諭 濱中 佑衣
・初任研指導教員 大澤 幸雄
２年発育・視力・聴力測定 クラブ（６限）
・講師 油井 宏樹
・臨任事務 山本 幸子
１８日（木）６年全国学力調査
・調理師 吉田 直子
１年発育・視力・聴力測定
・特別支援教育支援員 高木かおる
１９日（金）特別日課 1 年歩行指導・３年自転車教室
２２日（月）特別日課
２０１９年度のスタッフ（３４名）
２３日（火）いしかわ学校読書の日 歯科検診（全学年）
［校 長］茶谷
昭
２４日（水）特別日課 尿検査提出日
［教 頭］徳應
晃
学校集会・感謝の会（６限）
［学級担任］
ＰＴＡ広報部会 19:30
１年：１組 幸田 和子
２組 太田 真奈
２５日（木）１，４年眼科検診
２年：１組 杉村 啓太
２組 田川 信子
２６日（金）家庭読書（うちどく）
３年：１組 宮本 照文
２組 福島 未央
学校公開・ＰＴＡ総会・学級懇談会
４年：１組 坂田 真衣
２組 南谷 昇
《学校公開、PTA 総会、学級懇談会》
３組 山﨑 雅史
１．期
日
４月２６日（金）
５年：１組 谷口 直也
２組 天井 智美
２．授業参観（２～５限）９：３０～１４：００
６年：１組 久禮 知行
２組 瀧田 綾子
３．ＰＴＡ総会
１４：１０～１５：００
すみれ学級 髙木 玲子
４．学級懇談会
１５：１０～１６：００
子どもたちの学習の様子を是非ご参観ください。
［級
外］ 木戸麻優子（５，６年算数少人数）
授業参観後には、ＰＴＡ総会、懇談会も予定してお
東野 千尋（全学年音楽担当）
ります。たくさんの方の参加をお願いいたします。
京堂 真也（４～６年理科等）
今村 伸平（3.4年図工・5.6年家庭等）
日課について
北原絵里穂（養護教諭） 板谷 紀子（栄養教諭）
今年度の日課を下記のようにします。毎週水曜日と
東野由香子（事務）
行事等がある場合は特別日課（掃除なし）とし、下校
細川 紀子・向田由紀子（特別支援教育支援員）
時刻を少し早めます。ご理解のほどお願いいたします。
野竹 綾乃（学校図書館司書 月・水・木）
＜普通日課＞
＜特別日課＞
田中 克英・村田 洋美（校務員）
朝学習
8:10～ 8:25
8:10～ 8:25
端野 千秋・横井 三奈（給食調理師）
朝の会・歌
8:25～ 8:35
8:25～ 8:35
木澤 淑子・古林美和子
１ 限
8:35～ 9:20
8:35～ 9:20
谷本ちあき・出島 裕美（調理員）
２ 限
9:30～10:15
9:30～10:15
長休み
10:15～10:35 10:15～10:35
４月の生活目標
３ 限
10:35～11:20 10:35～11:20
『大きな声であいさつをしよう』
４ 限
11:30～12:15 11:30～12:15
・朝と帰りの気持ちのよいあいさつ
給 食
12:15～12:55 12:15～12:55
・来客に対するあいさつ
昼休み
12:55～13:25 12:55～13:25
・大きな声ではっきりと返事 等
そうじ
13:25～13:40
☆各学級で具体的な取組について決めます。
５ 限
13:50～14:35 13:25～14:10
１学期の学習目標
６ 限
14:45～15:30 14:20～15:05
『ベル学をしよう』
帰りの会
15:30～15:45 15:05～15:20
・学習道具をきちんとそろえ、休み時間のうち
完全下校
15:50
15:25
に次の時間の準備をすることから始めます。
５日（金）新任式・始業式・入学式
８日（月）２～６年給食開始
９日（火）１年記念写真撮影
ＰＴＡ執行部会 19:30
１０日（水）特別日課 １年給食開始 委員会（６限）
１２日（金）特別日課５限まで 学納金振替日
１５日（月）５，６年発育・視力・聴力測定
１６日（火）３，４年発育・視力・聴力測定
ＰＴＡ常任委員会 19:30
１７日（水）特別日課 ４～６年県・町学力調査

