
 

新しい年度のスタートです 

 桜花の候，保護者・地域の皆様方にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また，日頃より本
校の教育活動に御理解と御支援をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。 
 仙台市教育委員会の指示により，新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から，本日の始業式・入学
式が延期となり，再び５月７日までの臨時休校となります。学校再開後も，こまめな換気や手洗いの励行，
咳エチケットの徹底，机や椅子同士の距離を可能な限り離すなど，お子さまの安全確保を第一に考えなが
ら，必要な感染予防対策を講じて参る所存です。 
４月１日（月）には,新しく 15名の職員が着任しました。92名の新入学児童を迎え，児童数 572名，21学

級で令和２年度がスタートしました。新しい友達や先生との出会いに，子供たちは目を輝かせていました。  
 今年度も，学校，家庭，地域の皆様と一緒に手を取り合い，子供たちの健やかな成長を支えていきたいと
考えております。「深い学び」「優しい心」「たくましい体」を備えた子供の育成を目指し，教職員一丸となっ
て教育活動を進めて参ります。引き続き，本校の教育活動に御理解と御協力をいただきますよう，よろしく
お願い申し上げます。 

 

 

令和２年度教職員  ☆は転入職員 ○は学年主任 

校  長  佐藤 由美 （さとう ゆみ） ６年少人数・児童支援   大森 俊裕 （おおもり としひろ） 

教  頭 ☆ 小島 拓也 （おじま たくや） たんぽぽ１組 ☆ 亀山 あや （かめやま あや） 

主幹教諭(教務主任)   豊川  秀樹 （とよかわ ひでき） たんぽぽ２組 ○ 保科 文人 （ほしな ふみと） 

事務長  佐藤 智子  （さとう ともこ） たんぽぽ３組  井上 幸子 （いのうえ さちこ） 

初任研・拠点校指導 ☆ 林 映子 （はやし えいこ） 養護教諭  水沼 智子 （みずぬま ともこ） 

１年１組  平田 風花 （ひらた ふうか） 主  事 ☆ 鎌田 真衣 （かまた まい） 

１年２組 ☆ 本田 将人 （ほんだ まさと） 専 門 員 ☆ 真山 正子 （まやま まさこ） 

１年３組 ○ 関 希世子 （せき きよこ） 嘱託技師  石川 信明 （いしかわ のぶあき） 

２年１組・研究主任   富山 まり （とみやま まり） 嘱託技師 ☆ 佐々木 達也 （ささき たつや） 

２年２組 ☆ 齋藤 真里奈 （さいとう まりな） 高学年専科   後藤 麻那美 （ごとう まなみ） 

２年３組 ○ 山内 恵理 （やまうち えり） ６年担当 ☆ 大川 航平 （おおかわ こうへい） 

３年１組 ☆ 片岡 朋枝 （かたおか ともえ） たんぽぽ指導支援員 ☆ 今野 萌 （こんの もえ） 

３年２組  岩橋 大和 （いわはし やまと） ２年指導補助員  藤田 久美子 （ふじた くみこ） 

３年３組 ○ 髙橋 恵美子 （たかはし えみこ） ４年指導補助員 ☆ 柏舘 志乃 （かしわだて ゆきの） 

３年少人数  木村 明代 （きむら あきよ） スクールカウンセラー  大内 恵理子 （おおうち えりこ） 

４年１組  佐藤 藍 （さとう あい） さわやか相談員   半澤 千恵子 （はんざわ ちえこ） 

４年２組  山本 志帆 （やまもと しほ） 図書事務   堀江 ひろみ （ほりえ ひろみ） 

４年３組 ○ 掛川 恵一 （かげがわ けいいち） 図書事務   髙橋 和恵 （たかはし かずえ） 

４年少人数  庄司 智恵 （しょうじ ともえ） 給食パート   鈴木 順子 （すずき じゅんこ） 

５年１組  鈴木 慎吾 （すずき しんご） 給食パート   千葉 真里子 （ちば まりこ） 

５年２組  佐藤 亜衣 （さとう あい） 給食パート（代替） 
 佐藤 小春 （さとう こはる） 

５年３組 ☆○ 淀縄 ゆかり （よどなわ ゆかり） 管理校医（内科）   長谷川 和住 （はせがわ かずすみ） 

５年少人数 ☆ 白石 光彦 （しらいし みつひこ） 校医（眼科）   小林 茂樹 （こばやし しげき） 

６年１組  安藤 隼人 （あんどう はやと） 校医（耳鼻科）   朴澤  孝治 （ほうざわ こうじ） 

６年２組 ☆ 千葉 あゆみ （ちば あゆみ） 校医(歯科)   宮坂 義彦 （みやさか よしひこ） 

６年３組 ○ 高山 未帆 （たかやま みほ） 校医(歯科)  郡山 博久 （こおりやま ひろひさ） 
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【令和２年度 学校教育目標「夢を叶え，実社会で幸せに生きる力の育成」 

 

 

 

 

 

４月・５月上旬の行事予定（令和２年４月１５日現在） 各学年の授業時数 
ＰＴＡ行事等 

日 曜 行 事 
１ 

年 
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4/15 水         

          

          

  ４月１５日（水）～５月６日（木）まで臨時休校        

          

          

5/7 木 授業再開 １年３校時限・下校指導 ２～６年４校時限 3 4 4 4 4 4  

8 金 給食開始 4 5 5 6 6 6  

9 土         

10 日         

11 月 委員会活動 4 5 5 5 5 5  

12 火 SC 4 5 5 6 6 6  

 SC･･･スクールカウンセラーが来校する日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災により被災し，本校に転入された方は，４月１７日（金）まで教頭まで御連絡ください。電話連
絡で結構です。 

【通学路・登校時刻について】 
昨年度より,青○，青□コースの名称をそれぞれ，青コース，紫コースに変更しました。御確認くださ

い。また，台原森林公園内は，通学路に指定しておりません。不審者情報も聞かれますので，台原森林
公園を通っての登下校はしないようお声掛けください。 
登校時刻は，８：００～８：２０となっています。安全のため，早く登校しすぎないように御協力く

ださい。一方，遅れてくる児童も見られますので，そのような際には，余裕をもって登校するようにお
声掛けください。なお，校舎昇降口は７：５０（臨時休業期間中にお子さまを預かる日は８：２０）に
開門します。 
 

【今年度の学校運営・学校行事について】 

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため，昨年度に引き続き，仙台市教育委員会や近隣校と連

携を図りながら学校運営を進めて参ります。このため，当面の間は上記の学校行事につきましても，

市教委からの指示等により変更・中止する場合もございますことを，御了承ください。その際には，

学校ホームページや一斉配信メールにてお知らせいたします。また，保護者の皆様や地域の方々の御

参観をお断りする場合もございます。あわせて，御理解いただきますよう，お願い申し上げます。 

【学校に防犯カメラが設置されました】 
児童の安全確保を図るため，学校敷地内の４か所に防犯カメラが設置されました。実際の運用にあた

っては，仙台市教育委員会から出されている「仙台市立学校防犯カメラ装置設置運用基準（平成 28年 12
月 5日教育長決裁）」に則って参ります。本基準に関しましては，学校ホームページに掲載いたしますの
で，あわせて御覧ください。 

【「新型コロナウイルス感染症に関する小学校休業等対応支援金」について】 
厚生労働省では，小学校の臨時休業等に伴い，一定の要件を満たす方（委託を受けて個人で仕事をす

る保護者）向けの新たな支援を行っており，「学校等休業助成金・支援金受付センター」にて申請書の受
付を開始しております。詳細につきましては，下記ホームページを御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

今後の状況次

第で，授業時

数や行事を変

更する場合も

あります。 

深い学び 

主体的に考え，仲間と共に問題解決する力 

優しい心 

自分や互いの良さを認める力 

たくましい体 

体や脳を安定させる力 

今年度 重点的に育成する資質・能力 「自ら考え，共に学びながら表現・行動する力」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

