
４月の行事予定

９日（月） 着任式・始業式、１２：００下校、定時退勤日

１０日（火） 入学式、１２：００下校

１１日（水） 給食開始、６年生式場片付け、３・４年生身体測定

１２日（木） 離任式、５・６年生身体測定

１３日（金） １・２年生身体測定、４年生内科検診

１６日（月） ４～６年生委員会活動組織作り、１・４年生心臓検診（９：００～１２：００）

銀行振替日、定時退勤日

１７日（火） ６年生全国学力・学習状況調査、１・２年生視力検査、全学年尿検査①

１８日（水） １年生を迎える会（１校時）、２・３年生内科検診、全学年尿検査②

４～６年生クラブ活動紹介

１９日（木） ４～６年生参観・懇談（５・６校時）、３年生視力検査

２０日（金） １年生参観・懇談（３・４校時）、２・３年生参観・懇談（５・６校時）

４・５・６年生視力検査

２３日（月） クラブ活動、５・６年生聴力検査、定時退勤日

２４日（火） 朝会（１年生参加）「見守り隊の方々の紹介」、３・４年生聴力検査

家庭訪問、５校時終了後１４：００下校

２５日（水） 家庭訪問、５校時終了後１４：００下校、１・２年生聴力検査

２６日（木） 家庭訪問、５校時終了後１４：００下校、１年生給食開始、現金徴収日

２７日（金） 家庭訪問、５校時終了後１４：００下校

２９日（日・祝）昭和の日

３０日（月） 振替休日

お知らせ

★授業参観・懇談

４～６年：４月１９日（木） ５・６校時

２・３年：４月２０日（金） ５・６校時

１年 ：４月２０日（金） ３・４校時

今年度最初の参観・懇談です。子どもたちの頑張りをご覧い

ただき、励ましてやっていただけましたらと思います。

★就学援助申請書希望調査票について

就学援助申請書希望調査票は、４／１２（木）

までに、希望の有無にかかわらず全員必ず各担

任にご提出ください。よろしくお願いいたしま

す。

★銀行振替日は４／１６（月）の１回です。

４／１３（金）までに残高の確認をよろしくお願いいたします。

★教職員定時退勤日について、ご理解とご協力をお願いします

教職員が児童と向き合う時間の確保のため、県教育委員会では新対策プランを策定し、小学校においては「教

職員定時退勤日」を実施しています。保護者や地域の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

● 教職員定時退勤日・・・週1回以上。清和小学校では、原則毎週月曜日を設定しています。

（行事予定をご覧下さい）

※実施日は各学校で設定。お問い合わせは、清和小学校まで

★「まちこみメール」登録について

＊本校では警報発令時の下校について等、緊急のお知らせを携帯電話のメールにてお送りするため、「まちこみ

メール」に登録していただいています。携帯電話や登録アドレスの変更があった場合は、すぐに担任にお知ら

せ下さい。担任より再登録のための用紙をお渡しします。

＊新１年生については、別途プリントを参照の上、登録をしていただきますようよろしくお願いします。

＊登録されない方は必ず担任にお知らせ下さい。

＊お子さんの学年すべてに、お子さんのお名前でご登録ください。

 

明るく、楽しく、学ぶ喜びのもてる学校 

 本校自慢の清和の桜が、満開から早、青葉が芽吹く

頃を迎えています。明日、入学する１４名の一年生を

合わせて、全校児童１８９名、２７名の教職員でスタ

ートを切ります。 
新しい学年、新しいクラス、始業式には、期待と希

望に胸を膨らませ、子ども達は登校してくることでし

ょう。子ども達一人ひとりの成長に携えると思うと、

とても楽しみであり、同時に責任の重さも感じます。 
子ども達が一日一日と学校生活を送る中で、自分と自分の周りにいる人たちを大切に思い、自分

の良さをのびやかに発揮しながら、心も体も頭も、たくましく賢く育ってほしいと願います。 
教職員一同、一丸となって頑張って参ります。 
 

本校の学校教育目標は、 

命を大切にし、自分で考え行動できる子 
○ 自他の命を大切にし、思いやる豊かな心を持つ児童の育成（徳） 
○ 自らの力で課題を追求し、解決できる児童の育成    （知） 
○ 心身ともにたくましく、意欲的に実践する児童の育成  （体） 
○ 豊かな体験を通して、感性をみがく児童の育成     （感） 
 
めざす学校像は、 

 明るく、楽しく、学ぶ喜びのもてる学校 
○ 子どもにとって・・・・・・・・・・「行きたい学校」 
○ 保護者にとって・・・・・・・・・・「通わせたい学校」 
○ 地域にとって・・・・・・・・・・・「信頼できる学校」 
○ 教職員にとって・・・・・・・・・・「働きがいのある学校」 
 
です。子ども達が将来大人になった頃、ＡＩ（人工知能）がより一層いろんな分野で導入されるだ

ろうし、世界のグローバル化は進んでいることでしょう。社会情勢も職業事情も一体どうなってい

くのでしょうか。どんな時代が来ても必要とされる力は、きっと人として大切な力です。上記の学

校目標を柱に、一人ひとりの子どもの特性や良さを認め、大切に伸ばしながら健やかな成長に努め

て参ります。どうか、保護者の皆様、地域の皆様、子どもたちのために、一層のご協力をお願い致

します。 
★土日の学校開放について

※門が閉まっている時は安全上、学校に入らないようにしてください。

※開放職員、安全管理員の指示に、必ず従ってください。

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 号

校 長 田 中 智 子



★お世話になりました。（転出・退職）

★よろしくお願いします。（転入）

★平成３０年度職員です。

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 号

②

校 長 田 中 智 子

★ 今月の生活目標 気持ちのよいあいさつをしよう
入学・進級の喜びを胸に、やる気いっぱいの子どもたちの笑顔がまぶしい春です。人と人との交流はあいさつから始

まります。元気いっぱいのあいさつで、一日を気持ちよく過ごしたいですね。

校時表 A（通常） 校時表 B（掃除なしの日）
校時表 C （始業式・終業式）

（給食なしの日）

読書タイム ８：２５～８：３５ 読書タイム ８：２５～８：３５ 読書タイム ８：２５～８：３５

朝の会 ８：３５～８：４５ 朝の会 ８：３５～８：４５ 朝の会 ８：３５～８：４５

１校時 ８：４５～９：３０ １校時 ８：４５～９：３０ １校時 ８：４５～９：３０

休憩 ９：３０～９：３５ 休憩 ９：３０～９：３５ 休憩 ９：３０～９：３５

２校時 ９：３５～１０：２０ ２校時 ９：３５～１０：２０ ２校時 ９：３５～１０：２０

休憩 １０：２０～１０：４５ 休憩 １０：２０～１０：４５ 休憩 １０：２０～１０：２５

３校時 １０：４５～１１：３０ ３校時 １０：４５～１１：３０ ３校時 １０：２５～１１：１０

休憩 １１：３０～１１：３５ 休憩 １１：３０～１１：３５ 休憩 １１：１０～１１：１５

４校時 １１：３５～１２：２０ ４校時 １１：３５～１２：２０ ４校時 １１：１５～１２：００

給食 １２：２０～１３：０５ 給食 １２：２０～１３：０５ １２：００完全下校

清掃 １３：０５～１３：２０ 休憩 １３：０５～１３：３５

休憩 １３：２０～１３：３５ 学習タイム １３：３５～１３：４５

学習タイム １３：３５～１３：４５ ５校時 １３：４５～１４：３０

５校時 １３：４５～１４：３０ 休憩 １４：３０～１４：３５

休憩 １４：３０～１４：３５ ６校時 １４：３５～１５：２０

６校時 １４：３５～１５：２０ 終わりの会

終わりの会

最終下校 夏１６：３０（２月１２日～１０月末）

冬１６：００（１１月～２月１１日）

校時表について
校時表は３種類あります。通常は校時表 A、 掃除のない日は校時表 B、 始業式・終業式・給食のない日は校時表 C

となります。

石橋 治文（教頭） 洲本市立洲本第二小学校へ

中井 研二（主幹教諭） 難波の梅小学校へ

藤田 和久（教諭） 下坂部小学校へ

吉岡 美絵（事務） 園田小学校へ

井上 雅登（教頭） 教育委員会より

西村 美樹（教諭） 下坂部小学校より

塩谷 聡子（教諭） 成文小学校より

鳥居 葉澄（事務） 篠山市立八上小学校より

能勢 久子（教諭） 長洲小学校へ

高田 朋美（養護教諭） 退職

多田 敦子（調理師） 大庄小学校へ

岡本 敦子（新学習システム）名和小学校へ

植木 愛子 （養護教諭） 難波の梅小学校より

中井 誠 （新学習システム） 明城小学校より

谷山 かおり （調理師） 浦風小学校より

校長

教頭

ひまわり１

１－１

２－１

２－２

３－１

３－２

４－１

５－１

６－１

音楽

養護

栄養

事務

新学習システム

主幹マネジメント

読書力向上

田中 智子

井上 雅登

清水 真澄

小杉 宏美

塩谷 聡子

長門 純子

志水 昌彦

川端 千尋

杉村 暖

上田 正人

坂本 早苗

西村 美樹

植木 愛子

今橋 早苗

鳥居 葉澄

中井 誠

津吉 照実

中谷 径代

教育支援員

計算科講師

アクティブ・ラーニング

ALT

ＪＴＥ

校務員

生田 惠子

須藤 修一

井上 康代

アラン・ミラー

井元 真理子

上村 幸広

校務員

調理師

調理師

調理師

調理師

調理師

学校開放

学校開放

学校開放

安全管理

安全管理

村尾 幸二

谷山 かおり

松井 幸代

坂手 博美

吉井 真樹

原田 洋子

本部 朝治

千田 順子

濱口 信明

辻 武士

濱田 健一郎

時間割表について
本校では前期（４／９～１０／１４）、後期（１０／１５～３／２５）の２期制です。時間割表が変更される学年があります。

校時表 尼崎市立清和小学校


