
 

 

      

 

 

新しい春を迎えて 

 

 暖かい風が吹き、心が躍るような春が訪れました。満開の桜と、花壇の

芝桜が絨毯のように花を広げる素晴らしい天候の中、４月６日に入学式を

挙行し、８７名の新入生を迎えました。 

入学式の中で、１年生に楽しい学校生活を送るために、三つのお願いと

して「元気よくあいさつをすること」「友だちをたくさんつくること」「し

っかりと話を聞くこと」について話しました。「はい」と大きな返事が聞こ

えてきました。 

 そして、１学期の始業式でも「あいさつの大切さ」「友だち・仲間の大切

さ」「話を聞くことの大切さ」について話しました。子どもたちの真剣な眼

差しを見て、進級した自覚ややる気を感じました。 

 こんな素晴らしい子どもたち４５６名、１８学級で北小学校の平成２８

年度教育活動がスタートしました。 

 さて、今年度の「学校教育目標」「めざす子ども像」は、昨年度に引き続

き下記のように決定しました。 

「学校教育目標」 

『認め合い 支え合い 高め合う 学校』 

・互いの考えや思いを理解し、認め合うことで、自尊感情が高まります。 

・支え合うことで、相手の立場に立って考える、思いやりの気持ちが育ち 

ます。 

・高め合うことで、自分の持っている力を大きく伸ばすことができます。 

「めざす子ども像」 

○自ら考え、努力する子 

○ちがいを大切にし、分かち合える子 

○心と体を鍛え、自他の生命と体を大切にする子 

○人とのつながりを大切にし、地域を愛する子 

○社会の変化に柔軟に対応できる子 

 また、学校教育目標を達成するための重点目標として、引き続き次の４

点にしました。 

① 言語活動の充実を図り、思考力を高める授業づくり 

② 認め合い、支え合える集団づくり 

③ いろいろな運動を通した体力づくり 

④ 人とのつながりを大切にした体験活動 

 昨年度の活動を十分に検証し、新たな気持ちで、取り組んでいきたいと思 

います。 

「認め合い 支え合い 高め合う 」素晴らしい北小学校をめざし、教職員 

一同一丸となって取り組んでいきます。今年度も、ご支援・ご協力をよろし 

くお願いします。  

校長 竹田 和弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 週 行 事 内 容 等 

１ 金   

２ 土   

３ 日   

４ 月   

５ 火  入学式準備 

６ 水  入学式 

７ 木   

８ 金  １学期始業式 赴任式 対面式 

午後 12時 20分下校 

９ 土   

１０ 日    

１１ 月 

Ａ 

離任式 短縮校時（給食なし）午後 12

時 20分下校 身体測定(6年) 

１２ 火 給食開始 通常授業 身体測定(5年)  

１３ 水 委員会 身体測定(4年) 

１４ 木 歯科検診  

１５ 金 身体測定(3年) 

１６ 土   

１７ 日   

１８ 月 

Ｂ 

指導部会 

１９ 火 6年全国学力・学習状況調査 1年給食

開始 身体測定(2年)       

２０ 水 さやまっ子遠足（錦織公園） 聴力検

査(5年) 

２１ 木 班会議・集団下校(午後 2時 45分下校) 

聴力検査(3年) 

２２ 金 聴力検査(2年) 

２３ 土   

２４ 日   

２５ 月 

Ａ 

尿検査 

２６ 火 朝礼（児童会・委員会認証式）・尿検査 

２７ 水 眼科検診 クラブ 

２８ 木 学習参観(5限) 2時 45分下校 

学級懇談会 PTA総会(6限)  

２９ 金  昭和の日 

３０ 土   

北小だより 
平成２８年４月８日 

大阪狭山市立北小学校 

   （４ 月 号） 

大阪狭山市特別支援教育就学奨励費についてのお知らせを、裏面に掲載しております。 

  

給食開始日 

 ２年生から６年生は、４月１２日（火）から、１年生は、１９日（火）

から始まります。おはし・マスク・ナフキン・歯ブラシ・コップの準備

よろしくお願いします。 

家庭訪問 

 ４月１９日（木）から２４日（火）までの間、家庭訪問

があります。期間中は、短縮校時（給食あり）になり子ど

もたちの下校時間は、１時２０分ぐらいになります。 

【５月の主な行事予定】 

 １日（日）創立記念日   

 ２日（月）低学年遠足（錦織公園） 

 ６日（金）高学年遠足（奈良公園） 

９日（月）～13 日（金） 

家庭訪問（11 日は除く） 

１１日（水）４時間授業（午後 1 時 40 分下校） 

市内研修会のため 

１７日（火）短縮校時(１年午後 2 時 30 分下校) 

           (2年～6年午後 3時下校) 

１９日（木）中学年遠足（大泉緑地） 



 

       教職員の異動 

【お元気で】 

中森 祐次 教頭先生（大阪狭山市教育委員会） 

山田 充孝  先生  （大阪狭山市立南第一小学校） 

岩崎 ゆうか 先生  （大阪狭山市立東小学校） 

 山田 侑理子 先生 （泉大津市立上條小学校） 

 香川 哲平  先生 （大阪狭山市立東小学校） 

 植田 朱   司書 （大阪狭山市立南中学校） 

 林部 勝   安全管理員 （退職） 

【ようこそ】 

泉谷 一 教頭先生 （大阪狭山市教育委員会） 

田邉 美由紀 先生  （大阪狭山市立南第三小学校） 

吉田 陽子  先生 （大阪狭山市立第三中学校） 

川崎 敦史  先生   新規採用 

綿井 有加  先生 （大阪狭山市立東小学校） 

中谷 綾花  先生 （大阪狭山市立第七小学校） 

吉田 圭織  先生  新規採用 

西川亜希子  司書 （大阪狭山市立南中学校） 

東端 保   安全管理員      

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

校長 竹 田 和 弘 

教頭 泉 谷 一 

学年 １ 組 ２ 組 ３ 組 

１年 川口 沙織 東野 恵子 山本 一樹 

２年 松永 朊夏 綿井 有加  

３年 野末 泰子 川崎 敦史  

４年 増田 直之 田邉美由紀 吉田 陽子 

５年 竹本 夢 池田 明稔  

６年 荒木 智史 森下 保代  

さくらんぼ学級１ 想本 美知子 

さくらんぼ学級２ 吉田 圭織 

さくらんぼ学級３ 清水 絵巨 

さくらんぼ学級４ 浅尾 健太郎 

学びの支援員 上岡 順子 

学びの支援員 加藤 有紀 

家庭科専科 辻 佳澄 

音楽科専科 中谷 綾花 

尐人数指導 沖野 みどり 

5・6 年理科 今津 佑菜 

３年算数 大石 誠二 

５・６年算数 道本 郁子 

養護教諭 寺谷 志乃 

栄養教諭 山村 七実 

主査 小牟田千春 

学校図書館司書 西川 亜希子 

お知らせ 

 子どもたちの安全確保のため、登校後学校の門を閉めています。学

校に用事がある場合は名札を着用し、正門にいる安全管理員のところ

で受付後、校内に入ってください。子どもたちの安全確保のため、ご

理解とご協力よろしくお願いいたします。 

― 時間割について ― 

教科によっては一年間通して同じ時

間割で決められない場合があります。例

えば３年生以上の音楽では、１週間に２

時間として一年間を同じ時間割で授業

すると、年間授業時数が標準授業時数に

比べ多くなりすぎ、１時間とすると、尐

なくなってしまいます。本校では、標準

授業時数に近づけるために、２種類の時

間割を作成しています。 

 それが、Ａ週・Ｂ週の時間割です。週

ごとに変わりますので、子どもたちが間

違わないように、ご家庭でもご注意くだ

さい。 

 また、水曜日の６時間目に５，６年生

は委員会・クラブ活動を実施し年間通じ

てほぼ予定が入ります。４年生はクラブ

活動を実施します。なお、先生たちの研

修等で下校が早くなる場合は、学校より

連絡します。 

平成２８年度 学校組織  

大阪狭山市特別支援教育就学奨励費について 

 

大阪狭山市では４月から、市内の小・中学校に在籍する、心身

に障がいのある小中学校の児童生徒の保護者を対象に、児童生徒

の就学に要する経費の負担を軽減するため、所得に応じて特別支

援教育就学奨励費の支給を行います。 

この制度によって、上限はありますが、小学校及び中学校での

学習にかかる通学費や中学校の職場体験実習費、所得の状況によ

って学用品費、通学用品費などの一部が援助されます。 

（支給対象者） 

・支援学級在籍者の保護者 

・学校教育法施工令第２２条の３に規定する障がいの程度に該当

する者の保護者（視覚障害者・聴覚障害者・肢体不自由者、病弱

者） 

申請書は５月に配付いたします。申請が認められた場合は学用

品費、通学用品費にかかるレシート・領収書が必要ですので、保

管をお願いします。詳しくは各学校または大阪狭山市教育委員会

事務局教育部学校教育グループまでお問い合わせください。 


