
 
 
 
 
 
 

 

― 無限の可能性 夢をはぐくみ 未来へつなぐ ―   
「つながる  やりぬく  おもいやる」 

 

 

ご入学・ご進級おめでとうございます 
 
「満開の桜も夢も俺のもの」朝のラジオで紹介されていたものです。４月になり夢や希

望を新たに抱いている若者のことと察します。ここ数日の陽気ですっかり春らしくなり、

桜の花びらがワルツを踊っています。お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。 
この度、濱元校長先生の後任として着任しました赤松利信です。歴代の校長先生方が築

かれた伝統をしっかりと受け継ぎ、教職員一丸となって教育活動のより一層の充実を図っ

てまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 
さて、平成３０年度の金楽寺小学校は新１年生９５名を迎え、全校生５０４名でのスタ

ートです。４月４日には、新６年生が登校し、各教室の机・椅子の準備や入学式の準備を

してくれました。最高学年となり、てきぱきと行動している姿に頼もしさを感じました。

先の若者のように、子どもたちも新しい学年への期待に胸をふくらませていることと思い

ます。この気持ちを大切にして、私たち教職員も新たな気持ちで、日々の指導の充実に努

めてまいります。 
今この瞬間が未来につながっていることを常に意識して、子どもたちの未来が明るいも

のになるように、学校経営方針を、「無限の可能性 夢をはぐくみ 未来へつなぐ」とし、

「学校教育目標―めざす子ども像―」を次のように設定して推進していきます。 
つながる・・・これからの社会を担う子どもたちにとって、仲間や友だちと協調し、認

め合いながら共に成長することが求められています。学習の場での話し合いや

協働、係活動や委員会活動などを通して、支え合い、学び合いながら物事を成

し遂げる力を育みます。 
やりぬく・・・難しいことでも繰り返し粘り強く取り組む「がんばりぬく」心の強さを

持った子を育みます。「よし頑張るぞ、負けないぞ」という勇気や目標に向かう

姿勢を大事に育みます。 
おもいやる・・・自分や他人を大切にできる子。出来事を自分のこととして感じること

ができる、人の気持ちが分かる温かい心を育みます。また、多様な体験を通し

て、命を大切にする心を育みます。 
 
保護者の皆様、地域の皆様、今まで通りの温かいご支援ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 
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◆日課時間表◆ 

朝学 朝の会 ８：３０～ ８：５０ 給食指導 １２：２０～１３：０５ 

１校時 ８：５０～ ９：３５ 休み時間 １３：０５～１３：２５ 

２校時 ９：４０～１０：２５ 清掃活動 １３：２５～１３：４５ 

休み時間 １０：２５～１０：４５ ５校時 １３：４５～１４：３０ 

３校時 １０：４５～１１：３０ ６校時 １４：３５～１５：２０ 

４校時 １１：３５～１２：２０  
        ★最終下校時刻  ３月～１０月 １６：３０     １１月～２月 １６：１５ 

 

 

 

 

 

◎定時退勤日のお知らせ 
 公立学校においては、先生が子どもたちとより元気に向きあえる等の目的で定時退勤日を設

けております。本校では、本年度は火曜日に設定しています。17 時 30 分以降にご連絡をいた

だきましても対応できない事もありますが、ご理解いただきますようよろしくお願いします。 
 
※入学式について 
 本来であれば、全校生で 1 年生を迎えたいところですが座席に限りがあることや、式に向け

ての準備・練習等の理由もあり、本校では 2 年生と 6 年生が児童の代表として入学式に出席し

ます。それ以外の児童は、おうちでお祝いの気持ちを持って過ごしてもらうことになります。

あらためて１年生を迎える会で全校児童からお祝いする機会を設けておりますので、ご理解よ

ろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
９日(月)  退任式 着任式 始業式 

１０日(火)  入学式 

１２日(木)  離任式 

１３日(金)  身体測定（５年、６年） 給食開始 色覚アンケート配布（４年） 

１６日(月)  身体測定（１年１組、３年） 委員会 代表委員会 

１７日(火)  身体測定（１年２組、４年） 全国学力調査（６年） たんぽぽ懇談会 

１８日(水)  参観・懇談（低学年） 視力検査（６年） 

１９日(木)  参観・懇談（高学年） 身体測定（１年３組、２年） 

２０日(金)   一年生を迎える会 色覚アンケート回収（４年） 

２３日(月)  朝会 視力検査（４年） 

２４日(火)  内科検診（３年、６年） 

２５日(水)  尿検査配布 視力検査（５年）  

２６日(木)  家庭訪問（給食後下校）１年給食開始 色覚検査（４年）  

尿検査回収 牛乳パック回収 

２７日(金)  家庭訪問 視力検査（３年） 尿検査回収 

２９日(日)  昭和の日 

３０日(月)  振替休日 

 

◆５月の主な予定◆ 
１日 家庭訪問 ２日 家庭訪問 ８日 校外児童会 

２５日 参観（５校時） PTA 総会（６校時） 

２６日 オープンスクール 引き渡し訓練（４校時） 

２８日 代休日 

 

◆1 学期 
＜4 月＞ 
 26 日(木)  27 日(金)   家庭訪問 
＜5 月＞  
 1 日(火) 2 日(水)   家庭訪問 
 25 日(金)  参観（5 校時） 

ＰＴＡ総会（6 校時） 
26 日(土)  オープンスクール（2～3 校時） 
      引き渡し訓練（4 校時） 

＜6 月＞  
7 日(木) ～ 8 日(金)  修学旅行 

＜7 月＞ 
10 日(火)  学級懇談・地区懇談会 
20 日(金)  終業式 

＜8 月＞  
27 日(月)  始業式 
30 日(木)  水泳記録会（5,6 年生） 
31 日(金)  夏休み作品展 

水泳記録会予備日 
       

◆2 学期 
＜9 月＞ 
 29 日(土)  体育大会 
 30 日(日)  体育大会予備日 
＜10 月＞ 

1 日(日)    
19 日(金)  連合体育大会(6 年生) 
25 日(水)  創立記念日 
     ※学校は休みではありません。 
31 日(水)  連合体育大会予備日 

＜11 月＞ 
2 日(金) 音楽会(児童鑑賞日) 
3 日(土) 音楽会(保護者鑑賞日) 
8 日(木) ～ 9 日(金) 
児童生徒文化発表会小学校音楽会（4 年生） 
13 日(火)  避難訓練 
19 日(月) ～ 23 日(金)  自然学校 

＜12 月＞ 
 5 日(水) ～ 7 日(金)  個人懇談 

25 日(火)  終業式 
 
◆3 学期 
＜１月＞ 

8 日(火)  始業式 
17 日(木) オープンスクール 
     （ファミリー活動・避難訓練） 

＜２月＞ 
 1 日(金)  地区バスケットボール大会 

13 日(水)    一日入学 
19 日(火)    参観･懇談(1～3 年) 
20 日(水)    参観･懇談(4～6 年) 
26 日(火)  たんぽぽ懇談会 

＜３月＞  
1 日(金)     6 年生を送る会 

19 日(火)  卒業証書授与式 
22 日(金)  修了式 


