
 

 

 

 

 

 

 

 

           ご入学、ご進級おめでとうございます 

 新学期が始まり、久しぶりに学校が子どもたちの元気な声で活気づいています。 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。平成２８年度の金楽寺小学校は 

新１年生８０名を迎え、全校生４８９名でのスタートです。 

この度、福田校長先生の後を引き継ぎ、金楽寺小学校 校長に着任しました濱元美由紀です。どうぞ 

よろしくお願いいたします。歴代の校長先生方が築かれた伝統を引き継ぎ、教職員と一丸になって子ど 

もたちのために教育活動のより一層の充実を図ってまいります。                                      

私事ですが、私は教育実習でこの金楽寺小学校にお世話になりました。つたない授業をきらきらとし 

た瞳で聞いてくれた子どもたち、休み時間もいっぱい遊びました。最終日にお手紙をもらって、わんわ 

ん泣いたことを覚えています。そんな素直で優しい子どもたちのことが大好きでした。「先生」と呼ば 

れる責任の重大さをひしひしと感じると共に、「このきらきらとした瞳を絶対に曇らせてはいけない。 

子どもたちの心に寄り添うことのできる先生になりたい！」と、金楽寺小の子どもたちとの出会いが、 

私の教師人生の始まりとなりました。その頃の子どもたちは、もう４０歳代後半になっておられると 

思います。このご縁に感謝し、金楽寺小の子どもたちのために教職員と共に「元気いっぱい 夢いっぱい 

命輝く金楽寺小学校」を目指し、全力でがんばる覚悟です。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申し上げます。 

                   

今年度の本校の「学校教育目標」及び「めざす子ども像」は次のとおりです。 

  ○ 学校教育目標 

自ら学び、心豊かでたくましい子どもの育成 

 

○ めざす子ども像 

考える子（知）・・・進んで学び、自分の考えを持つ子 

思いやりのある子（徳）・・・相手の気持ちがわかり、進んで協力する子 

たくましい子（体・気力）・・・健康で明るく、根気強くとりくむ子 
 

 

 「学校教育目標」及び「めざす子ども像」につきましては、各学年、学級で具体的なめあてをつくり、

計画をたてて実践していきます。 

 

始業式で子どもたちに頑張ってほしいことをお話しました                  

「○あ いさつ」「○いのち」「○うんどう」「○え がお」「○お もいやりの心」の五つです。 

新学期という新しい環境の中で、子どもたちは人間関係を築いていくところから始まります。挨拶は人

間関係を築く第一歩となります。相手を見て、相手の存在を認めるのが挨拶です。そこから、「相手を思

いやる心」も育っていくと考えます。まずは、「挨拶」から一日が始まりますように、ご家庭におかれま

しても心がけていただきますようお願いいたします。 

 

 

●教職員の異動● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆平成２８年度職員紹介☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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、ご理解いただけ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・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。 

 

◆転出された方々 

福田 肇  校長先生（退職） 

真田 浩子   先生（退職） 

鍜治 英子   先生（退職） 

豊田 節子   先生（退職） 

桝尾 一秀   先生（退職） 

森本 玲子   先生（退職） 

田村 智子   先生（園和北小へ） 

森 多美子   先生（退職） 

 

◆転入された方々 

西田 一義  教頭先生 

（教育総合センターより） 

新田 達矢    先生（大庄小より） 

喜屋武 康貴   先生 

（園田小より・新規採用） 

出井 彩芽    先生（新規採用） 

松本 高茂    先生（西小より） 

河野 麻美    先生（読書力向上） 

 

校長   濱元            音楽専科  山下（は） 

教頭   西田            図工専科  久保（薫） 

たんぽぽ学級 細見 松本 田中（ひ）   養護    北田 

１年担任   山下（恵） 山田 山内    新学習   新田 

２年担任   松岡 出井 大森      初任者指導 東郷 

３年担任   井澤 田中（薦） 松井    栄養    播磨 

４年担任   吉本 喜屋武 森本     計算科   樋上 

５年担任   伊藤 丸橋         事務員   久保（裕） 

６年担任   山際 林谷 皿谷      校務員   岡野・江角 

                     育児休暇  岡本 

学校通信 

 

第 １ 号  

平成２８年 ４月 ７日 

尼崎市立金楽寺小学校 

校長 濱元 美由紀 

―元気いっぱい 夢いっぱい 命輝く金楽寺小学校― 

「自ら学び、心豊かでたくましい子どもの育成」をめざして 教育目標 ・考える子 

・思いやりのある子 

・たくましい子 

 



◆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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆1 学期 

＜５月＞  

2 日(月)  家庭訪問 

 13 日(金)  参観（５校時） 

ＰＴＡ総会（６校時） 

14 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＞ 

 4 日(土)  体育大会 

 5 日(日)  体育大会予備日 

＜7 月＞ 

11 日(月)  学級懇談・地区懇談会 

15 日(金)  給食終了 

20 日(水)  終業式 

21 日(木) ～ 22 日(金) なかよしキャンプ 

            (たんぽぽ学級) 

＜8 月＞  

29 日(月)  登校日 

 

 

◆2 学期 

＜9 月＞ 

１日(木)  始業式 

２日(金)  夏休み作品展 

６日(火)  水泳記録会（5,6 年生） 

７日(水)  水泳記録会予備日 

 15 日(木) ～ 16 日(金)  修学旅行 

＜10 月＞ 

3 日(月) ～ 7 日(金)  自然学校 

21 日(金)  連合体育大会(6 年生) 

25 日(火)  創立記念日 

26 日(水) ～ 28 日(金) 個人懇談 

＜11 月＞  

9 日 (水) ～ 10 日（木） 

児童生徒文化発表会小学校音楽会（4 年生） 

18 日(金) ～ 19 日(土)  音楽会 

24 日(木)  避難訓練 

＜12 月＞ 

7 日(水)  オープンスクール（２～５校時） 

22 日(金)  終業式 

◆3 学期 

＜１月＞ 

10 日(火)   始業式 

17 日(火)  避難訓練 

19日(木)   オープンスクール（２～５校時） 

(書き初め展 ファミリー活動) 

＜２月＞  

3 日(金)  地区バスケットボール大会 

14 日(火)    一日入学 

21 日(火)    参観･懇談(4~6 年) 

22 日(水)    参観･懇談(1~3 年) 

28 日(火)  たんぽぽ懇談会 

＜３月＞  

1 日(水)     6 年生を送る会 

22 日(水)  卒業証書授与式 

24 日(金)  修了式 

 

７日(木)  退任式 着任式 始業式 

８日(金)  入学式 

１１日(月)  身体測定(１年１組、４年) 

１２日(火)  退任式 身体測定(１年２組、５年)   

１３日(水)  身体測定(１年３組、３年) 給食開始 

１４日(木)  身体測定（２年、６年） たんぽぽ懇談会 

１５日(金)  心電図（１年、４年） 

１８日(月)  委員会 代表委員会 視力検査(４年)  

１９日(火)  視力検査（５年） 色覚アンケート配布（４年） 全国学力調査（６年） 

２０日(水)  参観・懇談（低学年）  尿検査配布  視力検査（６年） 

２１日(木)  参観・懇談（高学年）  尿検査回収  牛乳パック回収  

２２日(金)  一年生を迎える会   尿検査回収  視力検査(３年) 

２５日(月)  朝会 １年生給食開始 色覚アンケート回収(４年)  

視力検査(２年) 諸費 

２６日(火)  家庭訪問  視力検査（１年） 

２７日(水)  家庭訪問  聴力検査（５年）  

２８日(木)  家庭訪問  聴力検査（３年） 

 

◆５月の主な予定◆ 

２日 家庭訪問      ６日  校外児童会 

１３日 参観（５校時） PTA 総会（６校時） 

１４日 オープンスクール 引き渡し訓練（４校時） 


