
 

 
 

 
 
 

 

  志木市立宗岡小学校 
  平成 29年 4月 10日 (月) 

  校長 津田 美奈 
4月号(459名) 

  志木市中宗岡３－１－１ 

       048-471-0307 

  4月生活目標 
 

新しい生活に    
慣れよう 

  ･あいさつをしよう 
  ･持ち物に名前をつけよう    

 
               

卯月
う づ き

 平成２９年度スタート 

                                                    いちご いちえ 

新しい出会いは宝物 一期一会   
                

                     校長  津田 美奈 
  ご入学・ご進級おめでとうございます。  

満開だった校庭の桜も、花びらが子どもたちの入学・進級をお祝いするかのように、花吹雪
となって舞っています。創立１４３年目を迎え、宗小は「コミュニティースクール」として新
たなスタートを切りました！「地域を愛し、誇りを持って地域に貢献できる子」を育てる子供
像とし、今まで以上に地域に開かれた学校として、地域とともに歩んで参りたいと存じます。 

 本校児童数は、11日に入学する６３名のかわいい 1年生を含め、４５９名。学級数は、たん
ぽぽ学級（3）1年生（3）2年生（3）3年生（3）4年生（2）5年生（2）6年生（2）と昨年度
と同じ 18学級でスタートします。新しい出会いを宝物とし、大切に培ってまいります。 
また、『児童一人一人の「よさ」可能性を伸ばし、感動ある楽しい学校』創りに、校長を初

め、全教職員が全力で取り組みます。子どもたちの限りない『よさ』可能性を信じ、“歌声響
き、笑顔満開”をキャッチフレーズに、共に歩み、共に育まれ、共に生きる、地域に愛される
宗岡小学校を目指してまいります。 

 

学校教育目標 
     自分がすき           友だちがすき       

 ・明るくあいさつします      ・「ごめんなさい」 

・本気で勉強します         「ありがとう」が言えます 

 ・元気に運動します        ・困っている子に気付き、 

 ・自分の良さを伸ばします            声をかけます 

    ・命を大切にします     ・友だちの話を聞き、 

      ・夢をもちます      言葉で思いを伝えます 

                  ・友だちを信じ、 

                     応援します 

                  

     

                     まちがすき 

・美しい言葉、美しい     ・地域の方に明るく 

 歌声を大切にします         あいさつします 

・失敗を恐れずに       ・地域を愛し、清掃活動等 

    挑戦します        自分たちのできることで 

                      地域に貢献します 

                   ・地域の行事に 

           参加します 
             宗小の子 

              

   

本年度も、教職員一同、新たな気持ちで教育活動に全力を尽し
てまいります。保護者・地域の皆様から信頼され、愛される開かれた学校、安心・安全な学校
創りへのご理解とご支援･ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

【本年度の重点】 

 
1 一日のはじまりは 

明るいあいさつから 

 ・校長を筆頭に教職員が率先

垂範します。 

   あかるく いつも 

   さきに  つづけて 

２ 外遊び大好き 

 ・外遊びを通して、日常的な

体力向上に努めます。 

３ 算数の学力向上 

 ・基礎基本の定着と、児童一

人一人の「できた」「わかっ

た」という達成感のある、き

め細かい学習指導と、授業の

工夫に努めます。 

４ 魅力ある懇談会 

・足を運びたくなり、出席し

て良かったと思える懇談会 

を工夫します。 

 

 



大変お世話になりました！ よろしくお願いします！ 
宗岡小学校を去られた先生方・新しく来られた先生方 

転出職員（※敬称略） 転入職員（※敬称略） 

教 頭 鈴木 和男 志木市立宗岡第二小学校へ 教 頭 江原 新治 志木市立志木第二小学校より 

教 諭 青桺 哲彦 戸田市立新曽小学校へ 教 諭 岩﨑 壮志 新座市立陣屋小学校より 

教 諭 小林 美咲 和光市立北原小学校へ 教 諭 佐藤亜紗実 和光市立第五小学校より 

教 諭 門田 生世 志木市立宗岡第三小学校へ 教 諭 西本啓二郎 志木市立宗岡第三小学校より 

教 諭 下山 美咲 富士見市立勝瀬小学校へ 教 諭 古賀裕理佳 新採用 

教 諭 菊地 達也 志木市立宗岡第四小学校へ 教 諭 相澤 昇吾 新採用 

教 諭 小笠原史樹  志木市立志木第四小学校へ 教 諭 萩谷 琢磨 新採用 

教 諭 野中 淳子 ご退職 用務員 海野 勝之 新採用 

教 諭 草野 教子 志木市立志木第三小学校へ  

教 諭 小林 拓未 志木市立志木第二小学校へ  

養護教諭 朝日  茜 志木市立志木小学校へ おかえりなさい！宗岡小学校に復帰された先生 
教 諭 木原 恵美  教 諭 三木 学 教 諭 田中 幸子 用務員 丸田 憲三 ご退職 

☆離任式を 4 月 28 日（金）午後 2 時 20 分から行います。転出された先生方がいらっしゃいますので、是非お別れに

お立ち寄りください。 

 

 

 

４月の行事予定 
日 曜 朝会等 行   事 

10 月  始業式 通常 3時間授業 11:50下校 

11 火 学級タイム 
入学式 通常 3時間授業 
下校 2年 10:30  3～5年 9:15 

  6年 11:35 

12 水 学級タイム 
登校指導① 通常 3時間授業 
発育測定（たんぽぽ、5 年、6 年）
通学班一斉下校 12:00 

13 木 学級タイム 

登校指導② 給食開始（2～6年） 
視力検査（6年） 
発育測定（2、3年）委員会活動 
埼玉県学力学習状況調査（4～6年） 

14 金 生活朝会 
発育測定（1、4年） 
視力検査（4年）懇談会（1年） 

15 土   

16 日   

17 月 読書タイム 
視力･聴力検査（5年） 
一斉下校 14:55 

18 火 ぐんぐんタイム 
全国学力学習状況調査（6年） 
授業参観･懇談会（5年、6年）  
歯科検診（たんぽぽ、1～3年） 

19 水 運動タイム 
視力･聴力検査(３年) 
授業参観･懇談会(３、４年) 

20 木 児童朝会 視力･聴力検査(2年) クラブ活動 

21 金 
1年生を 
迎える会 

視力･聴力検査(1年)１年給食開始 
授業参観･懇談会(たんぽぽ、２年) 

22 土   

23 日   

24 月 読書タイム 
視力･聴力検査(たんぽぽ) 
交通安全教室（1年）一斉下校 14:55 

25 火 音楽朝会 
埼玉西武ライオンズ体育支援事業 
内科検診（たんぽぽ、1～3年） 
尿検査回収日 

26 水 ぐんぐんタイム 歯科検診（4～6年） 

27 木 運動タイム 委員会活動 

28 金 学級タイム 
離任式 通常 5時間授業 
1年給食後下校 
下校 1年 13:15  2～6年 16:00 

29 土  昭和の日 

30 日   

平成２９年度 学校職員等紹介 

校長   津田 美奈   教頭  江原 新治 

教務主任 川上 拓治（音楽専科） 
 

たんぽぽ 1組 三木 学 ２組 鈴木乃里子 ３組 勝良 晃久 

１年１組 渋谷夕美子 ２組 佐藤亜紗実 ３組 朝倉みどり 

２年１組 小林伊都子 ２組 古賀裕理佳 ３組 上野 直人 

３年１組 片井 マサ ２組 相澤 昇吾 ３組 木原 恵美 

４年１組 名取 朋花 ２組 酒巻 宏始 ステップアップ 萩谷 琢磨 

５年１組 恒川  涼 ２組 岩﨑 壮志  

６年１組 相原 雪乃 ２組 渡部 祐輝 

○書写・理科専科 西本啓二郎 

○音楽専科 川上 拓治 

○少人数(算数等) 亀井沢真喜子 

○少人数(算数等) 田中  幸子 

○少人数(算数等) 池田こずえ 

○養護教諭 池上 優加 

○図書相談員 小澤 佳代 

○支 援 員 吉田 恭子 

○支 援 員 齊籐 聡子 

○支 援 員 駿河 菜穂子 

○支 援 員 柏岡 美和 

○交通指導員 小柳富美子 

      内田 淳子 

      飯倉 恵子 

      鈴木ゆみ子 

      白井 成彦 

○県事務職 関 有希 

○市事務職 川見有規子 

○栄養技師 大谷 美絵 

○用 務 員 海野 勝之 

○日本語指導 杉山 暁美 

○学習補助 大沼 博良 

（たんぽぽ学級） 

○言語指導 齋藤 陽子 

○スクールカウンセラー 菊地 優希 

○ALT   スティーブ ラフェーヴァー 

○巡回パトロール 

      佐藤 祐司 

      坂田 末雄 

○給食調理員 

 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

 

 
【５月の主な行事予定】 

 

 

「授業参観・懇談会のお知らせ」を後日配付いたします。

保護者の皆様のご出席をお待ちしております。尚、詳細は、

学年だより等をご覧ください。 

１日(月）特別日課５時間 ＰＴＡ総会 

２日(火）総合避難訓練 引渡訓練 

１２日(金）眼科検診(全) 

１３日(土) 志木市クリーン作戦 

１６日(火）耳鼻科検診 (全) 

２０日(土）逆上がり教室（会場…宗岡三小） 

２７日(土）第１４３回運動会 

２８日(日) 運動会予備日 ２９日(月) 運動会振替休業日 

 

 


