
たくさんの友だちと・・・しっかりやるぞ！！
校長 佐々野 俊弥

お子さまのご入学、ご進級、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。学校ではちょうど満開の

桜が、入学・進級の喜びに胸を膨らませた子どもたちをお祝いするために、迎えてくれました。今年度は、転

入生が 5 人加わり、そして、4 月 9 日の入学式で、79 人の新入生を迎え、全校児童は 537 人になります。みの

り学級 3 学級を含めて 3 年生 4 学級、1，2，4，5、6 年生 3 学級、昨年度より 1 学級多い合計 22 学級で新学期

のスタートを切ることができました。１年間、仲良く笑顔で立花西小学校での学校生活を送りましょう。

4 月 3 日（水）には新 6 年生が登校して、教室の机や椅子の移動、新 1 年生のために体育館で入学式の式場

準備や教室の飾り付けなどを一生懸命にしてくれました。一人ひとりがテキパキと動いてくれたので、短時間

のうちに作業が完了して、本当に助かりました。さすが、立西の最高学年！6 年生がしっかりしていると、きっ

と今年度の立花西小学校もすばらしい学校になります。

始業式では、新しい学年で、右の「た・ち・に・し」 た・・・たくさんの友だちと

という言葉を目標にしてみてくださいと話しました。 ち・・・ちからをあわせ

「た・ち・に・し」のようにするためには、この 4 月 に・・・にこにこ明るく

おはよう、ありがとう、おねがいします、さようなら、 し・・・しっかりやるぞ！！

のあいさつ、「礼儀」を大切にして、新しいクラスで

自分からどんどんあいさつをして、友達をつくってほしいと思います。（礼儀は、友だちへのちょっとした

思いやり）「たくさんの友だちと、ちからをあわせ、にこにこ明るく、しっかりやるぞ！！」 そんな学年、

クラス、私、にしていきましょう。

＜教育目標＞「心豊かで たくましく 自ら学びやりぬく子ども」

・よく考える子（知）・心豊かな子（徳） ・たくましい子（体）

（基本方針）「人間力に支えられた学力向上」

本校では、今年度上記の教育目標を設定し、知徳体“めざす児童像”の実現を図るための教育を推進し

てまいります。年間生活目標として“★元気にあいさつ ★もくもくそうじ ★はきものをそろえる（こ

ころをそろえる）”を合い言葉に、「凡事徹底」（当たり前のことを当たり前にするのではなく、当たり前

のことを人には真似できないほど一生懸命すること）を図り、コツコツと積み上げていきたいと考えています。

また、基本方針「人間力に支えられた学力向上」のもと、子ども同士で学び合える授業・学級づくり、なか

よし学級での異学年交流等「人間力」を高める機会をつくるなかで、学ぶ意欲をうみだし、学力向上につなげ

ていきます。授業以外では、今年度放課後学習のやり方を一歩進め、3，4 年週 2 回、1，2、5、6 年週 1 回（5

月以降、全学年木曜日 5 時間目終了後）おこないます。ステップアップ調査において、おもにじっくり学習が

必要な子ども達を中心としてすすめていきます。また、5，6 年生は、1 校時前の朝のチャレンジタイムに「英

語」を取り組んでまいります。（別紙でお伝えします）

昨年度までの、立西っ子たちへの保護者・地域の皆様方の大きな支えに大変感謝いたします。「心豊かで

たくましく 自ら学びやりぬく子ども」をめざし、新たに着任した 12 名とともに、教職員一同「チーム立

西」として力を合わせて取り組んでまいります｡保護者・地域の皆様のご理解・ご支援をよろしくお願いい

たします｡また、子どもたちの日頃の様子などについては、学校だよりや学校ホームページを通して情報発信

をしてまいりますので、ぜひ定期的にご覧ください。
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【新学期の登校と着任式・始業式の様子】

【４月行事】

日
曜

日
学校行事 PTA 行事

8 月 着任式・始業式１１：３０下校

9 火 入学式 入学記念写真（１年）

10 水 給食指導・通常授業開始

11 木 離任式 PTA 理事会

12 金 身体計測２・６年
放課後パトロール

カリカエ公園（２年）

13 土
放課後パトロール

大井戸公園（２年）

14 日

15 月 委員会活動 新１年生ウォークラリー下校 身体計測４年 登校パトロール（旧１年１組）

16 火 尿検査 １４：５０下校

17 水 尿検査 身体計測１年

18 木 全国学力状況調査（６年） 身体計測５年 下校パトロール

19 金 心電・心音図検査（1・4 年）
放課後パトロール

大井戸公園（３年）

20 土
放課後パトロール

カリカエ公園（３年）

21 日

22 月 クラブ編成 身体測定３年 登校パトロール（旧１年２組）

23 火 集会 参観⑤懇談⑥（４~6 年）自然学校説明会（5 年）

24 水
参観②懇談③（１年）・参観⑤懇談⑥（２、３年）

参観懇談④（みのり）

25 木 １年給食開始 視力検査５年

26 金 体力テスト（５・６年）校外学習（２３４年）内科検診４年
放課後パトロール

カリカエ公園（４年）

27 土
放課後パトロール

大井戸公園（４年）

28 日

29 月 昭和の日

30 火 振替休日

【５月の予定】

７日（火）～10 日（金）家庭訪問

15 日（水） １年生を迎える会

17 日（金） 集団下校訓練（６校時）

21 日（火） 学校公開・ＰＴＡ総会③・情報モラル講習会

修学旅行説明会（６年）

30 日（木）～31 日（金）

修学旅行（６年）

【予定表】

職員の異動について
【転任】 【着任】

真殿 康正 教頭（明城小へ）
小島 三和子先生（わかば西小へ）
仁科 綾子 先生（七松小へ）
井上 幸治 先生（塚口小へ）
山田 慎哉 先生（武庫東小へ）
枝廣 麻有美先生（長期研修）
松本みゆき 先生（退職）
南 翔太 先生（退職）
三家 三和子先生（武庫小へ）
入谷 美保 先生（立花小へ）

入学式

朝倉 美穂 教頭（三田市立松が丘小より）
森 大祐 先生（難波の梅小より）
川内 哲也 先生（成文小より）
石井 加一 先生（立花南小より）
野口 雅子 先生（浜田小より）
村井 成仁 先生（新採用）
玉垣 瑞姫 先生（新採用）
小泉 裕季 先生（新採用）
徳田 吉朗 先生（新採用）
長野 優祈 先生（新採用）
生田 恵子 先生（教育支援）
中島 知子 先生（生活介助）

明日９日（火）は入学式です。可愛らしい１年生が７９人入学してきます。

参観・懇談について 23 日（火）・24 日（水）に授業参観と学級懇談を行います。本日詳細を配付して

います。 ４・５・６生

１年生

みのり学級

２・３年生

…

…

…

…

４月２３日（火）参観５校時・懇談と自然学校説明会６校時

４月２４日（水）参観２校時・懇談３校時

４月２４日（水）参観・懇談４校時

４月２４日（水）参観５校時・懇談６校時


