
進級おめでとうございます 
校庭の桜も咲き、花壇にも色鮮やかな花が咲き誇っています。生き生きと躍

動する４月を迎えました。お子様方の進級おめでとうございます。昨年度に続

き本校校長を務めさせていただきます、藤田 佳久です。行き届かない点も多々

あろうかとは存じますが、本校の教育活動に一層のご理解・ご協力を賜ります

よう、どうぞよろしくお願いいたします。 

すべての子どもたちは、この新学期を、胸を躍らせ期待感と希望をもって迎

えたことと思います。言うまでもなく、学校は子どもたちの学びの場です。子

どもたちは日々の学習や生活、遊びや活動、友だちや先生とのかかわりを通し

て多くのことを学んでいきます。その中で「清く正しく健やかに」の校訓のも

と、学校教育目標として「自立した子ども」「心豊かな子ども」「健康な子ども」

という本校の求める子ども像をめざし教育活動を進めてまいります。一人一人

の子どもたちにとって学ぶ喜びと友だちや先生とかかわる楽しさを感じ取る

学校でありたい、という願いをもって、本年度も教職員一同力を尽くしてまい

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

入学式 
 ４月 5 日（木）の入学式では 

39 名の元気な１年生を迎えるこ 

とができました。今年は例年にな 

く、桜の開花が早く、春の深まり 

と命のたくましさを感じさせるよ 

うな葉桜の中での式になりまし 

た。新１年生の保護者の皆様に小 

学校入学のお慶びを申し上げます。 

新しい教科書を手にした１年生、少し緊張した面持ちが印象的でした。 

 初めての学校生活、不安と緊張の中にも喜びで胸がふくらんでいることでし

ょう。１日も早く学校生活に慣れ、毎日の生活が喜びと楽しさにあふれたもの

であってほしいと願っています。 

 

学校・学年・学級通信について 
学校の教育活動を発信し保護者の方々にご理解いただくために、学校・学年

だより、学級通信などの配付やホームページへの掲載をしています。記事の中

に児童の写真や氏名を掲載することがありますが、ご同意いただかない場合は

掲載を差し控えさせていただきます。その場合は４月16日（月）までにご不

明な点がある場合もあわせて担任にご遠慮なくお知らせください。よろしくお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

４月の予定 
日 曜 予    定  下校時刻変更 

５ 木 入学式  

９ 月 赴任式・始業式・対面式   11:35 下校 

10 火 リーダー集会 地区児童会・集団下校 12:25 下校 

11 水 通常授業 給食開始(2～6 年) 省略心電図(1 年)  

12 木 離任式  

13 金 
２測１検（3・4 年） リコーダー講習会(3 年) 

委員会 
 

14 土 いきいき広場(AM) PTA 役員会・新委員総会  

16 月 
１年給食開始 5h授業参観(2～6年)(5年キャンプ

説明会) 6h 学級懇談会(1～6 年) 
14:35 下校 

17 火 ２測１検（1・2 年）全国学力学習状況調査(6 年)  

18 木 内科検診（1・2・5 年）  

19 木 内科検診（3・4・6 年）  

21 土 
いきいき広場(終日) PTA 役員会・運営委員会 

留守家庭児童会臨時開室  
 

23 月 家庭訪問①(中宮本町・西之町)  朝会 13:25 下校 

24 火 家庭訪問②(宮２・禁野本町) 13:25 下校 

25 木 家庭訪問③(予備) 通常授業  

26 木 家庭訪問④(宮１・宮３) 検尿１回目 連絡網配付 13:25 下校 

27 金 家庭訪問⑤(予備) 通常授業 検尿１回目  

28 土 いきいき広場(AM)  

29 日 昭和の日  

30 月 振替休日  

・10 日～13 日までの１年生の下校時刻は 12:25 です。16 日以降は通常授業

です。 

・18 日、19 日は内科検診のため下校時刻が少し遅くなることがあります。 

清 く 

正 し く  

すこやかに 

平 成 3 0 年 ４ 月 ９ 日 

枚 方 市 立 明 倫 小 学 校 

4 月９日現在 児童数 237 名 

教職員の異動のお知らせ 
 平成 30 年４月１日付けで教職員の異動がありましたので、

お知らせします。 

【転出】 

沖 亜希子（五常小へ）   織田 阿弥子（中宮北小へ） 

中田 成美（津田南小へ）  川口 哲男  

【退職】 

 山口 友子  坂根 順子 

【転入】 

岡本 真理子（山田小より）  内田 美優（西牧野小より） 

入江 亮太 （津田南小より） 菱田 賢一（寝屋川・成美小より） 

小原 明美 （香陽小より） 久森 政志 （新規採用） 

山口 友子 （再任用） 

松田  拓  （校務員）（新規採用） 

（山根 未来教諭は４月より出産に伴う休暇に入ります。また、 

竹内 真梨子教諭は引き続き育児休暇をいただきます。） 

 

平成 30 年度の体制（○は学年主任） 

校   長  藤田 佳久    教  頭  青木 智充 

教務主任  長谷川 智子   保健主事  山口 友子 

主  事  尼崎 千秋      

１年１組 ○入佐 未来     １年２組  内田 美優 

２年１組 ○岡本 真理子  ２年２組  入江 亮太 

３年１組 ○中山 智博      

４年１組 ○上江 崇    ４年２組  菱田 賢一 

５年１組 ○川口 朋子   ５年２組  前田 翔平  

６年１組 ○坂本 和也  

ひまわり１ 久森 政志    

ひまわり２ 梶 万梨子（支援教育コーディネーター） 

ひまわり３ 木谷 圭介    

ひまわり（非常勤）高山 眞智子 

少人数指導 小原 明美    

校務員   松田 拓 

心の教室相談員 土谷 越子  ＪＴＥ 木村 玲子 

施設管理人 松田 和明  辰己 善夫 

安全監視員 大森 元信  村上 良心 
 

心の教室 
心の教室は本年度も土谷 越子先生を相談員としてお迎えして開室

する予定です。開室日は５月以降になります。日程は学校だよりでお

知らせします。  
支援教育コーディネーター 

本年度、梶 万梨子教諭が担当します。支援教育全般にかかわって

保護者の方の相談窓口になりますので、ご相談がある場合は、教頭ま

でご連絡いただきますようお願いします。 

 

平成 32 年度学習指導要領全面実施に向けて 
 平成 32 年度の小学校学習指導要領の改訂に係る今年度の移行措

置の主な内容である外国語活動と道徳についてお知らせします。 

(1)外国語活動について  

  ２月に該当学年の保護者の皆様にお知らせしましたように、学習

指導要領改訂による高学年の外国語活動の教科化等に伴い、今年度

より移行措置として３・４年生で年間 15 時間、５・６年生で年間

50 時間(昨年度は 35 時間)の外国語活動を実施することになりま

す。そのため、原則として５月から４～６年生で第１水曜日、３年

生で第１金曜日にそれぞれ６時間授業を行います。但し他の学校行

事等で６時間授業日の日程が変わることもあります。日程の詳細は

近日中に別途プリントでお知らせします。なお、英語指導助手(JTE)

は木村玲子先生です。 

 (2)道徳 

  新指導要領の先行実施として、今年度より道徳が「特別の教科」

として学習することになります。このことにより、他教科と同

様に授業では教科書を使用します。また、「あゆみ」にも児童の

学習状況や道徳性に係る成長の様子等を学習の評価として記載

します。 

 

 

 

明 倫 


