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輝け、あおぎりっ子！自分から進んで、本気で！
校 長
西川 和利
昨年度は雪の始業式でしたが、本年度は天候にも
恵まれ、淡いピンクに彩られた校庭のソメイヨシノが
満開を迎え、枝もたわわの枝垂桜も今を盛りと咲き揃
う中、大宮小学校は１４３年目の春を迎えました。お
子様のご入学、ご進級おめでとうございます。
昨年度は、お陰様で保護者の皆様や地域の皆様のご
理解ご協力に支えられ教育活動を展開することができ
ました。本年度も微力ではございますが少しでも皆様
の期待に応えられますよう最善を尽くして取り組んでまい
ります。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、３月に立派に本校を巣立っていった９６名の６年生からのバトンを受け継いだ新６年生が、
春休み中に新年度の準備作業にしっかりと取り組んでくれたお陰で、各教室とも気持ちよく新年度を
迎えることができました。本年度は、３クラス８８名の新入生を迎え、全校児童数５４１名、２０学
級でのスタートとなりました。昨年度の同時期に比べ、学級数は変わりませんが、児童数は９名の減
となっております。また、非常勤職員を含めた教職員も年度当初の人事異動により石川教頭をはじめ
１５名が転任等で本校を去り、新たに保坂教頭以下１２名を迎えました。新たに着任した教職員とも
ども、どうぞよろしくお願いいたします。
本年度は、
「自分から進んで学び、活動する児童の育成」を研究主題に掲げ進めてまいりました研究
の取組を１０月に発表会を開催し発信いたします。また、
「大宮東中学校区 小・中一貫教育アクショ
ンプラン」の推進や新しい英語教育「グローバル・スタディ科」の円滑な実施にも取り組んでまいり
ます。さらに、より多くの皆様に子どもたちの姿を見ていただくために校内音楽会を土曜日に開催い
たします。
本年度も「愛」
「感動」
「信頼」を学校経営の根幹に据え、
「自分から進んで、本気で」を合言葉に教
職員と一丸となって、学校教育目標「あかるく かしこく たくましく」の具現化に向けた学校づく
りを推進してまいります。保護者の皆様、地域の皆様の変わらぬご支援ご協力を賜りますようよろし
くお願いいたします。
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学校経営方針＜目指す学校像＞
○「愛」と「信頼」に支えられた「感動」いっぱいの学校
○「安全・安心」で、教育環境が整美された学校
○地域とともに歩む学校
「あい」
（愛・合い）と信頼に支えられた学校づくりを推進する。
研究や研修を深め、
「自分から進んで」物事に取り組む児童の育成を目指す。
児童の人権・生命を尊重するとともに個人情報の適切な管理に配慮し、健康で安全・
安心な学校づくりを推進する。
各校務分掌の協力体制の構築と情報の共有に努め、
「共通理解・共通行動」
「報告・連
絡・相談・確認」を綿密に行い、組織的に活動する学校づくりを推進する。
法令を遵守するとともに、教職員としての使命と責任、児童や保護者から寄せられる
期待を強く自覚し、
「迅速・誠実・アフターケア」を旨として職務に当たる。
校舎内外の諸施設の整備と美化に力を入れ、清潔で魅力的な教育環境を実現する。
各種教育ボランティアとの連携を強めるとともに、地域や自治会等の諸活動との協力
を深め、教育活動の充実と向上に生かす。

（平成２８年度の学校経営方針と重点は大宮小Ｗｅｂページ「学校経営方針」をご覧ください）

【4 月の行事予定】(○数字→学年、[み]→みやのこ)
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金 短縮 3 時間 始業式 入学式
土
日
短縮 4 時間 朝学習 通学班編成
一斉下校 視力検査 1 次[み]
11 月
聴力検査[み] 発育測定[み]
視力検査 1 次②～⑥[～21 日まで]
短縮 4 時間(1 年 11:30 下校～18 日)
12 火 給食開始②～⑥ 視力検査 1 次[1-1]
聴力検査②
視力検査 1 次[1-2] 聴力検査⑥
13 水
発育測定③④ 代表委員会
朝読書 読み聞かせ①[み]
14 木 視力検査 1 次[1-3] 聴力検査③
発育測定⑤⑥
1 年生を迎える会 聴力検査④
15 金
授業参観懇談会④⑥(修学旅行説明会)
16 土
17 日
18 月 朝学習 授業参観懇談会②③⑤ 聴力検査①
1 年給食開始(13:40 下校 ～27 日)
19 火 学級の時間 全国学力・学習状況調査⑥
聴力検査⑤
朝学習 授業参観懇談会①[み]
20 水
聴力検査(再)②～⑥
木
朝読書 歯科健診①②③
21
特別日課 6 時間 あおぎり集会 離任式
22 金 1 年 4 時間授業(13:40 下校)
視力検査(再)② 聴力検査(再)① 資源回収
23 土
24 日
教育相談週間(1 日目) 発育測定①②
25 月
視力検査(再)④ PTA 総会
音楽朝会 教育相談週間(2 日目) クラブ
26 火
耳鼻科検診【全学年】 にこにこ相談①
教育相談週間(3 日目) 避難訓練
27 水
スクールカウンセラー来校
朝読書 教育相談週間(4 日目)
28 木 内科検診①(1 年 15:40 頃下校)
おはなし会①[み]
29 金 昭和の日
30 土
5/1 日
教育相談週間(5 日目) 視力検査(再)⑥
2 月
引き取り訓練(全学年下校 15:10)
3 火 憲法記念日
4 水 みどりの日
5 木 こどもの日
6 金 眼科検診②④⑥[み]

◆あおぎりっ子の約束◆
大宮小学校では、
「あおぎりっ子のやくそく」を決め、気持ち
よく集団生活が送れるようにしています。ご協力をよろしくお願
いします。
【1】登下校時
・赤白帽子(1,3,5 年→赤 246 年→白)
防犯ホイッスルをきちんとつけます。
・登校班で登校し、一人では登下校しません。
・通学路を通り、交通ルールを守って登下校します。
・登校後は、校外に出ません。
【2】始業前
・登校後はすぐに、名札を左胸にきちんと付けます。
・進んで「おはよう活動」に参加します。
【3】朝会・集会
・話をする人の方へ体を向けて、目を見て話を聞きます。
・朝礼台やステージの先生の礼に合わせて、
一緒に礼をします。
【4】学習・自習時間
・学習に必要のない物は、学校に持ってきません。
・学習には、えんぴつとソフト下じきを使います。シャープペ
ンシル・ボールペンは、持ってきません。
・名前を呼ばれたら、
「はい」と元気に返事をします。
・人の話をよく聞き、自分が話す時には、最後までしっかり話
します。
【5】みんなの時間・休み時間
・廊下や階段では、遊ばず、右側を静かに歩きます。駐車場や
校舎の裏、岩石園、特別教室では遊びません。
・トイレはきれいに使い、サンダルをきちんとそろえます。
・水道のじゃ口は、いつも下を向けておきます。水はむだに使
いません。
・外からもどったら、手洗い・うがいをきちんとします。
【6】給食
・食缶は注意して運び、こぼれたらすぐ後始末をします。
・食器はていねいにあつかい、食べ終わったらきれいに返しま
す。
・食後は、音楽に合わせて歯みがきをします。
【7】清掃
・決められた時間内に「身じたく・だまって・1m 運動」を守
って清掃します。
・清掃用具は正しく使い、後片付けをきちんとします。
【8】その他
・友達は「君」
「さん」をつけて名前を呼び、ていねいな言葉
で話します。
・目上の人には、敬語で話します。
・くつ箱の上ばきと下ばきはきちんとそろえます。上ばきと下
ばきの区別をつけて、ていねいに使います。
・公衆電話を使うときには、先生に話をします。
・ベランダには出ません。
・学校に勝手に食べ物・飲み物を持ってきません。

・上ばきを忘れた場合は、担任の先生に相談し、貸し出し
用の上ばきを借ります。洗ってすぐに返します。

