
２９年度のスタートにあたって

校長 富 岡 雅 裕

開花宣言があった後もなかなか咲かなかった校

庭の桜が新学期を待っていたかのように開花しま

した。本日、97名の新入生を迎え、全校児童 610
名で、平成２９年度がスタートしました。本年度も、

◯ よく考え 自分から進んでやりぬく

◯ 思いやりの心をもち なかよく協力する

◯ じょうぶなからだで 明るい生活をする

という本校の教育目標の達成に向け教職員が協働

し、次のような活動や取り組みを重点として児童の

教育にあたってまいります。

１．心が通い合う温もりのある学年・学級・専科経営

に努力します。

教師と子供、子供同士の間に、受容的、援助的な人

間関係がなければ、信頼や他者を思いやる心の動きや

行動は芽生えません。一人一人の子供に寄り添い、心

の通い合う学年・学級・専科経営を基盤とし児童の“礼

節”や“思いやり”を育成するとともに、やさしい言

葉遣いや場に応じた話し方を徹底する指導を行いま

す。

２．児童の学ぶ意欲を高め、習得した知識や技能を活

用し課題を解決したり、論理的に考えたりするため

の思考力・判断力・表現力の育成を図ります。

学ぶ楽しさやおもしろさを知ることで、児童は意欲

的に学習に取り組みます。どの子にも学ぶ楽しさを味

わわせることは、自ら学ぶ意欲や態度を育む上で欠か

せません。言われて取り組む学習から、自らが主体的

に取り組む学習へと、学びに向かう姿勢を高めさせま

す。また、各教科の学習や総合的な学習の時間等にお

いて、児童が主体的に課題に取り組み、調べたり、話

し合ったりして課題解決を行う授業や活動を工夫す

るとともに、児童に説明させたりプレゼンテーション

をさせたりする機会を設定し、思考力・判断力・表現

力を育みます。

３．自分を大切にするとともに、他者も大切にでき

る「思いやりの心」を育成します。

子供たちには、自分のよさを知り、自分のよさを他

人のために役立てることのできるようになってほし

いと考えます。そのために、日々の生活や活動の振り

返りにおいて成果や成長を認め努力を褒めることや、

委員会活動や当番活動、ボランティア活動等、誰かの

役に立つことの喜びを味わわせる活動を充実させて、

自己有用感を高め自己肯定感や自尊心を育みます。

４．安全で安心して過ごせる環境の整備と、児童の

体力向上や健康増進に取り組みます。

児童にとって学校は、通う楽しみのある場であり

たいと思います。そのために、子供たちが安全で安

心して過ごせる環境を整えます。また、子どもたち

の体力向上を目指し、引き続き体育授業の改善・充

実を図ると共に、「運動の日常化」に取り組みます。

そして、児童の、自らの命や健康を守り、体力の向

上を図ろうとする意識を高めさせます。

本年度も皆様のご支援・御協力をお願いいたしま

す。
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校長 富 岡 雅 裕
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４月の生活目標 進んであいさつをしよう

「気持ちのよいあいさつや言葉遣いをしよう」は、今年度の第一小学校

の重点生活目標です。4月は、自分から進んで、はっきり元気よくあいさ
つができるようこころがけて欲しいです。また、校内でお客様に会ったら、

自然にあいさつができるよう、指導していきたいと思います。



～～ 災害発生時の児童の下校方法について ～～
災害発生時の児童の下校方法について本校の基本行動を次の様に定めます。

◎震度５弱以上の地震が調 保護者への引き渡しを行います。
布市で発生した場合 児童は保護者の引き取りがあるまで学校で預かります。

◎地震の警戒宣言が発令さ
れた時

◎台風等の風水害被害が予 安全に下校できることを確認の上、近隣の児童がまとまって一斉に
想される場合 集団下校を行います。

◎近隣で凶悪な事件等が発 危険と判断した場合は家族の方の引き取りがあるまで学校で預かり
生した場合 ます。

◎災害等で交通機関が全面 家族の方の引き取りがあるまで学校で預かります。
ストップした場合

、 『 』◎ 校舎の倒壊や火災等により学校内で安全が確保出来ない場合は 第二避難場所の 自由広場
に児童を誘導・避難します。

○学校からの緊急連絡は、以下の方法で行います。

● 安心・安全メール（携帯メール）※未登録の方は電話

● 緊急のお知らせ（インターネットホームページ）

＜各種相談窓口について＞
スクールカウンセラー いじめ相談 ハラスメント相談

（ ） （ ） ， ， ， ，桜井真由子 月 ,山田恵麻 木 西澤圭一 原田真実 佐藤翔子 西澤圭一,岩﨑菜穂子,伊藤まゆ

山崎清香，田村民枝，伊藤まゆ 五十嵐久美子以上２名が、児童や保護者の相談

に対して、アドバイスや必要な対 以上６名が相談を受け対応します 以上４名がｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄやﾊﾟﾜｰﾊﾗｽﾒ

応を行います。 が担任にもご相談ください。 ﾝﾄの相談を受け対応します。

☆ 災害の状況により本校は地域

住民の避難所となります。

平成２９年度『調布市防災教育の日』

１．日 時：平成２９年４月２２日（土）

２．内 容：①授業公開 １校時～２校時

『命の授業』１～４年生 １校時

５～６年生 ２校時

②避難訓練(11:24～12:00)

想定：直下型地震震度７発生

※全員校庭に一時避難

③引き渡し訓練(12:00～)

①避難所開設訓練(13:15～)

詳細は後日お知らせします。＊

学校ホームページの作成について

本校では、児童の学習成果や活動を公開

し、学校の特色や教育活動について広く一般

に理解を得るため学校ホームページを作成し

ています。作成に当たっては、

○公表するデータは著作権法に違反しないものに限
る。
○プライバシーに関する情報、他人、他団体を誹謗
中傷する内容は公開しない。
○原則として、第三者に児童個人が特定できる写真
等は公開しない。

等 「調布市立学校におけるホームページ、

作成並びに運営・管理に関する取り扱い基

準」に則り行っています。

このため、児童の写った画像は、背面か

らの撮影であったり、ぼやけていて良く分か

らない、というようなものを使用することに

なりますが 保護者の皆様が掲載した画像 写、 （

真等）をご覧いただき 「これは困った画像、

だ」と思われる場合は、学校にご連絡いただ

ければ直ちに削除できる体制を整えていま

す。ぜひ、学校の授業や行事等の様子をご覧

いただき、ご家庭でお子さんと学校生活につ

いて話し合っていただければと思っておりま

す。今後とも変わらぬご理解とご協力をいた

だきますよう、願いいたします。

集金についてのお知らせ

本年度より、教材費等の集金は、できるだけま
とめて回数を少なくして行うようにいたします。

、 。それに伴い １回の集金額が少々高めになります
学校会計事務の事故防止のための措置です。御理

解、御了承の程よろしくお願いいたします。



4 月の行事予定
日にち 曜日 主な行事

1 土

2 日

3 月 春季休業日

4 火 春季休業日

5 水 春季休業日終 前日準備（6 年生登校）

6 木 始業式・入学式

7 金 短縮時程

8 土

9 日

10 月
朝会 給食始（2～6） 視力・計測（２・４・６）

11 火
視力・計測（１・３・５）

保護者会（３・５・６・ひ）

12 水 視力・聴力・計測（ひ） 専科始

13 木 歯科検診（全） 保護者会（１・２・４）

14 金 1 年生を迎える会 合同保護者会（き・こ）

15 土

16 日

17 月 朝会 委員会 交通安全教室（２・ひ）

18 火 学力調査（６） 聴力（２）

19 水 集会 聴力（５）

20 木 1 年給食開始 聴力（３） 消防写生会（２．ひ）

21 金 心臓検診（１・転入生）

22 土 調布市防災教育の日 引き渡し訓練

23 日

24 月 振替休業日

25 火 掃除なし時程 耳鼻科（５・６） PTA 総会

26 水 集会 聴力（１）

27 木 社会科見学（４）

28 金 ５時間授業 離任式（２～６）

29 土 昭和の日

30 日

1 月 朝会 委員会 遠足(１) 内科検診(３・４)

2 火 遠足(２) 内科検診(５・６)

3 水 憲法記念日

【１学期】
４月 ６日（水）始業式 入学式

１０日（月）給食始(２～６)
１１日（火）保護者会（３５６ひ）
１３日（木）保護者会（１２４）
１４日（金）合同保護者会（き・こ）
２０日（木）給食始（１）
２２日（土）調布市防災教育の日

引き渡し訓練
２５日（火）ＰＴＡ総会
２８日（金）離任式(2～6)

５月 １日（月）遠足（１）
２日（火）遠足（２）

２７日（土）運動会
２８日（日）運動会予備日
２９日（月）振替休業日

６月１２日（月）水泳指導始
１６日（金）ＩＣＴ研究発表会

７月 ４日（火）授業参観・保護者会（１５６）
６日（木）授業参観・保護者会（２４６ひ）
１４日（金）給食終
２０日（木）終業式
２１日（木）個人面談(～３１日）

７月２３日（日）～７月２５日（火）
岩井臨海学園（６）

【２学期】
８月２８日（月）始業式

２９日（火）給食始
９月 １日（金）保護者会(ひ）

８日（金）セーフティ教室（３４）
１６日（土）学校公開日・道徳地区公開講座
２２日（金）保護者会（５）
２９日（金）ハッピーフェスティバル（全校遠足）

１０月 ５日（木）ひまわり学級公開日
２３日（月）～２５日（水）

八ヶ岳移動教室（５）
１１月 ２日（金）就学時健診

８日（水）～９日（木）
移動教室（ひ）

１７日（金）～１８日（土）
展覧会・学校公開日

１２月 １日（金）保護者会(２３５ひ)
４日（月）いのちと心の授業
５日（火）保護者会(１４６)
８日（金）連合音楽会（５）

２０日（水）給食終
２５日（月）終業式

【３学期】
１月 ９日（火）始業式

１０日（水）給食始
２月 ２日（金）アメリカンスクール交流（６）
２月 ９日（金）新１年保護者会

２８日（火）６年生を送る会
３月 １日（木）授業参観・保護者会（２３４ひ）

２日（金）授業参観・保護者会（１５６）
１６日（金）給食終
２０日（火）卒業式予行（５・６年弁当持参）
２２日（木）修了式
２３日（金）第１１７回卒業式

年度当初の予定なので変更することがあります。◆ お知らせ・お願い ◆
○登下校は,正門（北門）と南門を使用します。また,南門は児童の登下校時のみ開けます。

○今年度から連絡網の作成を行わないことにさせていただきます。安心･安全メールの普及により連絡網を使

用する機会が無くなったこと、電話番号の聞き出しによる個人情報の流出を防ぐことが主な理由です。な

お、児童名簿は例年どおり作成し、学校からの連絡の目的のみで使用します。御理解の程、よろしくお願

いいたします。

○欠席や遅刻などの連絡は，できるだけ電話を使用せずに各自の連絡帳にお書きくださるようご協力をお願

いします。また,遅刻や早退の場合は保護者が付き添いのうえ登下校するようにお願いいたします。

○学校公開、保護者会・授業参観等のときの自転車での来校は遠慮くださるようお願いいたします。また，

履き物は袋に入れて，各自お持ちくださいますようお願いいたします。

○給食費の引き落とし口座（郵便局）の残高をご確認の上，入金をお願いいたします。第１回目の引き落と

しは５月１０日（水）です。なお，今回は，４月と５月の２ヶ月分の引き落としとなります。


