
学 校 通 信 № ２ 平成３０年４月２７日（金）

（学校目標） 心豊かで自主性のある子

（５月の生活目標）チャイムの合図を守ろう

ほんのちょっと背伸びをして、もっと素敵な自分みつけ

校長 桑野 光枝

校庭の木々もすっかり新緑におおわれ、吹く風もさわやかに感じられます。土の中から

も草花が芽をだし、色とりどり小さな葉や花を精一杯広げています。あちらこちらで自然

の息吹を感じる季節となりました。

先日の参観・懇談会には多くの保護者の方においでいただき、ありがとうございました。

４月は、進級や入学により、学年も新しくなり、子どもたちは楽しさと緊張の入り交じる

日々を過ごしていましたが、５月になり、新学年での生活に少しずつ慣れてきたようです。

その間、ご家庭や地域の皆様には、毎朝の登校時の見守りや、１年生下校時の引率、地域

における出迎え等、変わりないご支援をいただきましたこと感謝申し上げます。

さて、４月の朝礼で子どもたちに「ほんのちょっと背伸びをしよう」の話をしました。

４月は、授業参観・懇談を通して学校の様子や方針をご覧いただきました。これからも、

学校と家庭、地域が力を合わせ、コミュニケーションを十分にとりながら子どもたちを育

んでいきたいと考えています。子どもたちは、守るべき存在ではありますが、これからの

厳しい社会に臆することなく、自分の力で活躍の場を見つけることができるよう、「ほんの

ちょっとの背伸び」をさせることも、大人の役目と考えています。

今後も、子どもたちの健やかな成長にむけて、学校と家庭、地域が手を携えていきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。

【５・6年生の兵庫型教科担任制・新学習システムについて】
子どもたちの発達段階を踏まえた教育の改善や、小中学校の連携の改善等がうたわれています。

そこで、兵庫県では全県で小学校高学年において教科担任制と少人数学習団の編成を組み合わせ

た「兵庫型教科担任制」を推進しております。具体的には中学校のような全教科にわたる教科担

任制ではなく、教科を限定した教科担任制です。

この制度により

○教師と児童との人間関係や学習経験の広がりによる子どもの成長が図られる。

○教師の多面的な児童理解による、組織的な指導の充実が図られる。

○中学校（完全教科担任制）への橋渡しが図られる。等の成果があると報告されています。

本校も５・6年生で、社会・理科の教科で取り組んでいます。

同時に新学習システムは、５・６年生の算数科で、少人数学習団指導で子ど

もたちの学習を進め深めます。本年度は山﨑明美先生が担当しています。

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６

視力検査（５年）

委員会活動

視力検査（６年） 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 お休み

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

朝礼

家庭訪問

視力検査(２年)

みなと

家庭訪問

視力検査（１年）
家庭訪問

視力検査

（くすのき、欠席者）

家庭訪問

聴力検査(5年)
家庭訪問

聴力検査(3年) お休み お休み

1４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

学力向上週間

代表委員会

（２５分休み）

内科検診

（1年､くすのき）

尿検査（二次）

内科検診（５・６年）

みなと

心電図(1年､4年)
育友会総会

内科検診(２・３年)

聴力検査（2年）

修学旅行説明会

（16：００～）

お休み お休み

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

児童集会

聴力検査(１年）

眼科検査(全学年）

クラブ活動

火災避難訓練

（2校時）

耳鼻科検診

(1年､2年､くすのき)

火災避難訓練予備日

(2校時)

聴力検査

（くすのき）

聴力検査

（欠席者・再検査）

学校公開

(4校時まで)

情報モラル

講習会

(3，4校時）

引渡し訓練

(11:50～）

お休み

２８ ２９ ３０ ３１
の予定

５日(火) 心肺蘇生法講習会
７日(木)・８日(金) 修学旅行
８日(金) 自転車講習会（3年）
１９日(火) プール開き

代休日
尿検査

(二次・未提出者)

耳鼻科検診

（5・６年）

（その内容の一部を紹介します。）

なんといっても、学校にきているのは、自分の成長のためです。そこには２つの背伸びがあります。

１つ目は、立っているその場で背伸びするだけで、背筋が更に伸びます。「ほら、いい姿勢！」

２つ目は、心の姿勢のことです。家とは異なる生活の中で、友達や先生等、相手を大切にする気くばり、気

遣い、やさしさ、おもいやり……ほんのちょっとの背伸びで「ほら、みんな笑顔！」一段と素敵さが増しま

す。

「あいさつ」を例にあげると、すでにあいさつがとても素敵な武庫北っ子です。その中でも「ほんのちょ

っとの背伸び」のご挨拶ができている子どもたちが増えてきています。学年ごとに紹介します。

１、２年生の子どもたちは、いつでもどこでも、人に会えば、「おはようございます」「こんにちは」「あり

がとうございます（にっこり）」「さようなら」とご挨拶を上手に使います。「素敵です」

３、４年生の子どもたちは、「○○先生、おはようございます。今日も天気ですね。（にっこり）」あいさつ

の前後に言葉が入っています。相手を大切にする姿が、「あいさつ」から見えます。「立派です」

５，６年生の子どもたちは、移動教室が多く、１日のうちに何回もいろいろな人に出会います。廊下で出会

ったとき、わざわざ立ち止まってご挨拶をする子、保健室前であるため、小さな声で爽やかなご挨拶をする

子、さまざまです。その時の時間や場所、状況に応じたご挨拶ができます。「さすがです」

一言で「あいさつ」といっても、言葉をつけたり、立ち止まったりして、一瞬のその一言で、ご挨拶する

人の温かな人柄を表現します。ほんのちょっと背伸びして、より素敵な自分や温かな居場所をつくり出せる

皆さんでいてください。 （･･･････後略）



「ミマモルメ」一斉メールサービスへの登録をお願いします【阪神安心サービス】

◆Ｈ３０年度の主な行事予定

・ ５月 ７～１１日（月～金） 家庭訪問

・ ５月１７日（木） 育友会総会

・ ５月２６日（土） 学校公開 （学校公開・情報モラル講習会・引き渡し訓練）

５月２８日（月） 学校公開代休日

・ ６月７・８日（木・金） ６年生修学旅行

・ ６月２９日（金） 参観・懇談（全学年）, 地区懇談会

・ ７月１７日（火） １学期給食終了・校外児童会

・ ７月２０日（金） １学期終業式

・ ８月 ２７日（月） ２学期始業式

・ ８月３０・３１日（木・金） 夏休み作品展

・ ９月 ３日（月） ２学期給食開始

・ ９月２９日（土） 体育大会

・ ９月３０日（日） 体育大会予備日

・１０月 １日（月） 体育大会代休日

２日（火） 通常授業（給食なしで弁当持参）

・１０月２２～２６日（月～金） ５年生自然学校

・１１月１６日（金） 図工展（児童鑑賞）

１１月１７日（土） 図工展（保護者鑑賞）

１１月１９日（月） 図工展代休日

・１１月３０日（金） 参観・育友会くじ（全学年）

・１２月 ３～ ７日（月～金） 個人懇談

・１２月 ５日（水） マラソン大会

・１２月１７日（月） 校外児童会

・１２月２１日（金） ２学期給食終了

・１２月２５日（火） ２学期終業式

・ １月 ８日（火） ３学期始業式

・ １月１０日（木） ３学期給食開始

・ １月１７日（木） 学校公開（「１・１７は忘れない」地震・津波避難訓練）

・ ２月１９日（火） 参観・懇談（くすのき）

・ ２月２０日（水） 参観・懇談（高学年）

・ ２月２２日（金） 参観・懇談（低学年）

・ ３月１５日（金） 校外児童会

・ ３月１８日（月） ３学期給食終了

・ ３月２０日（水） 卒業証書授与式

・ ３月２５日（月） 修了式

担当 名前 担当 名前 担当 名前

校長 桑野 光枝 新学習 山﨑 明美 学校安全 宮崎 隆次

教頭 德田 達郎 栄 養 池田 くるみ 学校安全 小西 重春

くすのき１ 鬼本 佳奈 計 算 阿万 邦子

くすのき２ 岡本 麻代 読書力向上 木戸 祐貴子

くすのき３ 南川 貴子 教育支援員 園田 美津子

1年１組 前川 睦 介助員 辻井 友香

1年２組 池上 隆俊 特別支援ボランティア 松浦 辰子

２年１組 西岡 祥吾 特別支援ボランティア 畠本 マリ子

2年２組 杉本 律子 授業補助支援・放課後学習 楢原 八恵美

３年１組 長山 慶介 カウンセラー 中野 まなみ

３年２組 大塚 直哉 外国語 マイケル ルイス

４年１組 上田 篤 外国語 西川 公子

４年２組 浅見 真奈美 事 務 三浦 愛

５年１組 谷口 陽一 事 務 神崎 博子

５年２組 古川 侑 校 務 山本 克也

６年１組 佐藤 謙太 校 務 米山 友之

６年２組 大林 麻衣 学校開放 岸 典雄

図 工（２～６年） 岡本 圭介 学校開放 佐藤 悦郎

音楽（１､３～６年） 片山 薫子 学校開放 西島 輝昭

養 護 稲葉 志保 学校安全 丸岡 勝一


