
これから，きれいな桜が咲きます。 

 

心も体も元気な子どもを育成するために，家族みんなで「はやね・はやおき・あさごはん」を実践しましょう！ 
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ご入学，ご進級 おめでとうございます 
春の日差しに誘われ桜前線が北上し，菅谷台小学校の桜も日に日につぼみを膨らませてい

ます。いよいよ春爛漫の季節を迎えようとしています。 

 さて，本日，第１学期の始業式が行われ，新入生４３名を加

え，全校児童３３３名，教職員２７名で教育活動がスタートいた

しました。本年度も，「教育目標」及び「めざす児童像」の具

現化をめざして教育活動に取り組んでまいります。また，日

々の教育活動の充実を図り，子ども一人一人のよさを認め，

子どもの心に寄り添いながら，学習面，生活面の充実を図り

たいと考えています。そして，子どもたちにとっても思い出

深い一年になるよう指導を重ねていきたいと思います。今

後とも，保護者や地域の皆様のご協力とご支援を賜ります

よう，どうぞ，よろしくお願い申し上げます。 

 

◆◇◆ 教育目標 ◆◇◆  『豊かな情操と創造性をそなえ，健康でたくましく生きる児童を育成する』 

めざす児童像         す すんで学ぶ子  が んばりぬく子  や さしい子 

 

★今年度の教職員を紹介いたします。    

校  長 内海 喜久子 ４年１組 東山  舞衣 通級指導教室 佐藤  永子 

教  頭 熊谷  賢一 主)４年２組 篠原  英明 養護教諭 近藤  匡子 

教務主任 鈴木  章弘 主)５年１組 元木  友美 主  査 山内  喜子 

研究主任・少人数指導 香川   徹 ５年２組 佐竹  雅洋 業務員 竹澤  美和 

主)１年１組 田代  友紀 ６年１組 植田  光貴 学校図書業務員 金田 真理子 

１年２組 林   美和 主)６年２組 一條  潤子 サポートティーチャー 早川  直美 

２年１組 後藤  昌吉 ありのみ１組 佐々木 久子 特別支援助手 三國  文恵 

主)２年２組 木内  美樹 ありのみ２組 佐藤  由佳 Ａ Ｌ Ｔ アダムス・ジョナサン 

主)３年１組 小関  美和 ありのみ３組 安藤  芳郎 スクールカウンセラー 髙橋  悠佳 

３年２組 最上  皓平 主)ありのみ４組 佐藤  恒子   

 

○すすんで学ぶ子 ○がんばりぬく子 ○やさしい子 



【４月の目標】「時間を守ろう」            

「チャイムが鳴ったら席に着こう」「下校時刻を守ろう」 

  

４月の主な行事予定 
月 火 水 木 金 土 

    

    

１０ 1１ １２ １３ １４ １５ 

始業式 （通常登校） 
街頭指導 
☆2～5 年 11:20 下校 
☆６年 12:00 頃下校  

入学式 13:30 
街頭指導 
☆2～６年３校時限 

11:50 頃下校 
  

街頭指導 
1 年 3 校時限・６年発育測定 
☆2～6 年給食開始  
委員会活動（５・６年） 
本部役員会 19:00 

街頭指導 
1 年 3 校時限・５年発育測定 
☆2～6 年 5 校時限 
 

街頭指導 
1 年 3 校時限・４年発育測定 
6 年リーダー会議  
 

 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

1 年 4 校時限・3 年発育測定 
1 年簡易給食開始 
代表委員会 

1 年４校時限  
２年発育測定 
☆2～6 年 5 校時限 
全国学力学習状況調査 

（6 年：2～4 校時） 

朝の運動 
1 年 4 校時限・１年発育測定 
 

1 年４校時限 
避難訓練（朝） 
1 年生を迎える会（2 校時） 
☆2～6 年 5 校時限 
職員会議 
  

1 年４校時限 
たてわり開き（2 校時） 
６年視力検査 
 

授業参観１校時８：４５～ 
ＰＴＡ総会 10:00～10:45
学年懇談会 11:00～12:00 
つばきっ子ファミリー 
パーティー １２:１５ 

２４ ２５ ２６ ２７ 2８ 2９ 

振替休業日 
（4 月 2２日分） 

家庭訪問① 4 校時限 
2 年視力検査 

 

家庭訪問② 4 校時限 
朝会・４年視力検査 
PTA 全体会 1８:３0 

家庭訪問③ 4 校時限 
３年視力検査 
４～６年交通教室 
 

家庭訪問④ 4 校時限 
１～３年交通教室 
５年視力検査 
  

昭和の日 
 

５月１日 ２ ３ ４ ５ ６ 

家庭訪問⑤ 4 校時限 
１年視力検査 

 

家庭訪問⑥ 4 校時限 
ありのみ視力検査 
３・５年聴力検査 

 

憲法記念日 
 
 

みどりの日 
 

 

こどもの日 
 

 

緊急メール配信システムへの登録について 
緊急メール配信システムは，これまで不審者情報，運動会開催連絡，夏休みのプール情報，イ

ンフルエンザ情報等で活用してきました。すでに登録いただいている方は自動更新が済んでおり

ますので再登録する必要はありません。未登録の方やアドレスを変更された方は，後日，別紙案

内をお渡ししますので担任までお知らせください。なお，学年ごとに連絡する場合がありますの

で，お子さんが所属する学年それぞれでご登録ください。 

  

個人の写真や作品等の掲載について 

本年度も，学校便りやホームページ（ブログ）で子どもたちの頑張りを紹介していきた

いと思います。個人が特定されるような掲載は避け，全体の様子が伝わるように編集して

いきたいと考えております。保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお，

お子さんの写真や作品等の掲載で，どうしても控えて欲しいというお考えのご家庭は連絡

帳等で，担任または教頭までお知らせください。 

 

 学校だよりはホームページでもご覧いただけます  www.rifu.ed.jp/sugaya-e/ 

     
菅谷台小学校の活動の様子を伝えるブログ更新中です！ ホームページ内の 

「菅谷台小学校 活動の様子」はこちらからをクリックしてご覧ください。 

http://www.rifu.ed.jp/sugaya-e/


    


