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元気に登校，笑顔で下校できる毎日に 
校長    

平成２７年度が始まりました。 

 １年生の皆さん，ご入学おめでとうございます。 

２年生から６年の皆さん、進級おめでとうございます。 

保護者の皆様，ご家族の皆様，ご入学，ご進級おめでとうござい

ます。学年が一つ進んだだけだ，なんて思わないでください。お

子さんの１年分の成長を感じ，改めてお子さんの今までの努力や

元気で過ごしてきたことを褒めて，家族で喜び合ってください。 

そして，新しいスタートラインに立って，やる気いっぱいだけど少し不安を感じている

お子さんを励ましていただきたいのです。保護者・ご家族の皆様に見守ってもらっている

安心感が，子どもの元気とやる気と勇気とを生み出します。どうぞ抱き締めて励ましてく

ださい。お願いします。 

 

共栄小学校の教育目標は「なかよく(心)，かしこく(知)，たくましく(体)」です。子ど

もたちにわかりやすいように「さわやか挨拶，聞き方・話し方名人，いきいき運動」の３

本柱として指導しています。 

昨年度，朝から元気な声で挨拶ができる子どもが増えてきました。また，授業では友達

や先生の話をしっかりと聞いて，自分の意見を言えるようになってきました。少しくらい

天気が悪くても，運動場の状態がよくなくても外に出て仲間と一緒に遊ぶ子どもも多くい

ます。課題であったボール投げや握力も向上してきました。 

しかし，まだまだ課題はあります。例えば，挨拶を自分から進んですることは苦手です。

「はい」の返事や「ごめんなさい」と素直に謝ることの苦手な子どもも少なくありません。

授業では，よく理解しできるようになるのですが，しばらくすると忘れてしまいます。家

庭学習で，復習したり反復練習したりすることが少ないからだと考えられます。 

共栄小学校では３本柱を大切にして指導してきたことで，少しずつではありますが子ど

もたちに確実に力を付けてきました。「継続は力」だと考えます。今後も３本柱を大切に

しながら，課題の克服に向けて努めます。少しでも子どもたちの「生きる力」を高めるた

めに，昨年度の反省を生かし，成果のあったことはさらに発展させ，改善すべきは改善し

ていきます。さらに職員一丸となって努力してまいります。 

ご家庭では，お子さんの学校での生活や学習の様子を聞いて

ください。家庭学習についても，見届けや見守りをお願いいた

します。 

今年度も，子どものために学校と力を合わせて一緒に頑張り

ましょう。 

ひ び き 教育目標： なかよく かしこく たくましく 

３本柱：さわやか挨拶  聞き方・話し方名人 

     いきいき運動 



新年度職員の紹介・・・よろしくお願いします。 

校長  小嶋 泉 教頭  山田 実 

教務主任  髙木 真琴 特別支援コーディネーター  水野 麻美 

ひばり学級担任  後藤 珠美 すみれ学級担任  河本 恵子 

１年１組担任  高木 昭宏 １年２組担任  川上 映子 

２年１組担任  杉浦 英美 ２年２組担任  田牧 秀章 

３年１組･生徒指導主事  三宅 俊秀 ３年２組担任  三輪 潔子 

４年１組担任  今井 治 ４年２組担任  福田 奈美子 

５年１組担任  石田 俊浩 ５年２組担任  上條 和佳子 

６年１組担任  安藤 薫 ６年２組担任  鈴木 祥司 

算数(少人数指導)  市原 早絵 算数(少人数指導) 他  北原 あゆみ 

算数(少人数指導) 他  鈴木 理恵 保健室  高畑 実直子 

事務職員  出口 ちひろ 校務員  佐藤 修美 

キキョウスタッフ  林 志帆 キキョウスタッフ  浜田 早樹子 

キキョウスタッフ  安藤 律子 ほほえみ相談員  高橋 麻里 

給食配膳員  早川 桂子 給食配膳員  早川 いづみ 

スクールソーシャルワーカー (木)  長谷川 京子 主幹教諭 (水･午後)  坂田 俊広 

図書司書 (月１回)  谷口 理衣 スクールガードリーダー   可知 立美 

(産休 前川 真紀) 

転出職員の紹介・・・お世話になりました。 

教諭 奥村 靖  (羽島市立足近小学校へ教頭として) 

教諭 水野 悦子 (北栄小学校へ)   教諭 武藤 玲子 (小泉小学校へ) 

教諭 渡邉 里美 (笠原小学校へ)   教諭 小山 紀子 (池田小学校へ) 

講師 岩永 法子 (根本小学校へ)   キキョウスタッフ 柳原 基実 (養正小学校へ) 

給食配膳員 鈴木 直美 (退職) 

 

学級づくりの日について 

 これまで、４月に遠足を実施していましたが、天候に左右されることが多く、昨年度について

は予備日も雨天で、残念ながら中止となりました。そこで、今年度からは天候に関わらず実施で

きるように「学級づくりの日」として、次のように実施します。 

［ねらい］ 新しい学年のスタートの時期に、学年･学級で楽しく遊んだり、仲間と共にお弁当を

食べたりして、楽しい時間を過ごすことを通して学年･学級の仲を深める。 

［内 容］・学年ごとに場所(運動場･体育館･共栄公園･東山公園)と時間を割り振り、学年や学級

で計画した内容で楽しい時間を過ごす。 

     ・天気が良ければ学級の仲間と一緒に外でお弁当を食べる。 

     ※雨天の場合についても実施します。お弁当の用意をお願いします。ただし、場所に

ついては体育館を１～６時間目まで各学年に割り振ってレクレーションを行いま

す。お弁当については、教室で食べます。 

 
 



 
 
 
 「共栄っ子のくらし」は、お子さんの予定帳の最初のページに載せてありま

す。(ピンクのページです。１年生は予定帳を使いませんので、別途配布します。)   

新年度のスタートに、各学級で時間をとって担任が指導します。ぜひ、ご家

庭でもお子さんと共に確認してください。 

 心と頭と体を鍛えて、望ましい成長をさせていくには、落ち着いた学校生活

を送ることがとても大切です。また、ご家庭での規則正しい生活習慣や、安全で約束を守った校

外生活がその礎となります。 

 学年のはじめのこの時期に、お子さんと共に学習や生活のあり方について点検したり、よりよ

い姿について話し合ったりして、充実した学年にできるようにご支援をお願いします。 

 

ＰＴＡからの連絡 
○学級懇談会と役員決め *お子さんを通して別紙・案内を配布しています。 

  ４月 ９日(木) １４：００～ ４･５･６年生と支援学級 

    １０日(金) １４：００～ ２･３年生の保護者   (１年生は入学式後に実施) 

*２６年度の学年委員は、１３：３０に家庭科室に集合。役員決めについて本部役員が説明。 

*１４時より学級懇談会を行い、最初に担任の先生が学級の経営の方針を１５分程度で説明する。 

*その後、担任の先生は授業に戻り、２６年度の学年委員が中心となって役員決めを行う。 

*会場 ９日･４－１・４－２･体育館 ５－１･図工室 ５－２･少人数教室 

６－１･家庭科室  ６－２･理科室 すみれ・ひばり･図書室(低学年用) 

       １０日･２－１･家庭科室 ２－２･理科室 ３－１･少人数教室 ３－２･図工室 

○地区委員会と専門委員会（学年・研修・母親） 

・地区委員会 ４月１４日(火)１９：３０～ 理科室 

・専門委員会 ４月１５日(水)１９：３０～ 学年…理科室 研修…体育館２Ｆ 母親…家庭科室 
 

校舎配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



東濃地区の生徒指導基準が改正されました。 

 平成２７年４月１日に、東濃地区の生徒指導基準が改正されましたので、お子さんを通してカ

ラー刷りのプリントを配布します。青少年を守るために法律で定められていることや、東濃地区

の小中学校、高等学校、特別支援学校が、児童生徒の健全育成という観点から共通して指導する

基準について解説されています。ぜひ、よく読んでいただくようお願いします。 

 

４月の行事予定  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 ７ 火 着任式･始業式 学級開き 下校(2～5 年)10:45 入学式準備(６年)下校 11:30  

 ８ 水 ３時間授業･給食なし 下校(2～5 年)11:45 入学式(６年･弁当必要)下校 15:00 １年役員選出 

 ９ 木 学級懇談(支･4･5･6年) 委員会編成(5･6 年)  4･5･6年･支援･役員選出 

１０ 金 学級懇談(2･3年) 1 年生･給食開始 ALT 訪問 2･3年役員選出 

１１ 土   

１２ 日 ※体育館･県議選投票所  

１３ 月 発育測定(1･2 年) ＡＬＴ訪問  

１４ 火 視力検査(支･５･６年) 委員会 下校(2～4 年)15:15(5･6 年)16:00 地区委員会 

１５ 水 4 時間授業(給食あり)  視力検査(３･４年) 分団会 下校 14:00(集団下校) 学年･研修･母親委 

１６ 木 1 年生を迎える会 聴力検査(支･２年)  スクールソーシャルワーカー勤務日 本部会 

１７ 金 市教研のため 3 時間授業(給食あり)  視力検査(１･２年) 下校 13:15(集団下校)  

１８ 土   

１９ 日   

２０ 月 学級づくりの日(弁当必要)  

２１ 火 全国学力学習状況調査(6 年)  聴力検査(１･３年) クラブ 下校(2･3 年)15:15(4～6 年)16:00 

２２ 水 命を守る訓練 耳鼻科検診(３年)  聴力検査(５年) 下校 15:15(集団下校)  

２３ 木 委員長任命式(朝･集会) 眼科検診(支･４･５･６年) スクールソーシャルワーカー勤務日  

２４ 金 眼科検診(１･２･３年) (命を守る訓練･予備日) 本部会 

２５ 土 授業参観 ＰＴＡ総会 下校 11:20 PTA 総会 

２６ 日 ※体育館･市長･市議選投票所  

２７ 月 振替休業日  

２８ 火 家庭訪問(1 日目) 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15(集団下校)  

２９ 水 昭和の日  

３０ 木 家庭訪問(2 日目) 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15(集団下校)  スクールソーシャルワーカー勤務日 

〔５月の主な予定〕 

１･７･８日 家庭訪問 ３時間授業(給食あり) 

１２日 スポーツテスト(低) 委員会 

１３日 観劇会 ＰＴＡ本部会 

１４日 スポーツテスト(中)･歯科検診(高) 

１５日 スポーツテスト(高) ＰＴＡ交通指導 

１６日 市ＰＴＡ連合会総会 

１８日 内科検診(３･６･支) 

１９日 クラブ 

２１日 内科検診(１･４)  

２５日 内科検診(２･５) 

２６日 委員会 

２７日 歯科検診(低) 

２９日 交通安全教室 
 


