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明るく☆仲良く☆根気よく

暖かな春の光の中に子供たちの元気な声が響き渡っています。５４名の新１年生も入学し，１３
学級，全校児童２７９名でスタートいたしました。
平成最後の３１年度が始まり,今年は新元号「令和」元年の年でもあります。令和の名の由来に
は，皆が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育っていくという意味が込められ
ているそうです。本校も，子供たちのよさが十分発揮され，心一つに, 認め合い
高め合う集団となっていくよう，教職員一同一丸となって取り組んで参ります。
今年度の合い言葉は「明るく☆仲良く☆根気よく」です。学校・保護者・地域の
三者協働による重点目標は，昨年度に引き続き愛宕中学校と同一目標「高めよ
う！コミュニケーション力」です。今年度も学校・保護者・地域の三者協働で目
標実現に向けて努力していきます。これまで同様，保護者の皆様・地域の皆様の
御理解と御協力を，どうぞよろしくお願いいたします。
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（4 月中 1 年生は，午前授業となります。）

１７日(水) 聴１，２年，５・６年５時限，１年４限，
１8 日(木) 全国学力学習状況調査(６年)
聴３，５年，１年４限
１9 日(金) 授業参観・PTA 総会・懇談会
（詳細は別紙で案内），ALT 来校
＊発測・視５，６年
２2 日(月) SC 来校，職員会議，１年４限
仙台市標準学力検査（２～６年） ２３日(火) １年生を迎える会 １年４限
＊発測・視１，２年，１年４限
２４日(水) １年４限
１年交通教室, ALT 来校,１年４限 ２５日(木) ＊歯５・６年， ALT 来校 １年４限
＊発測３，４年
尿検査回収
非常放送聞き取り訓練,１年４限
２6 日(金) 春の遠足(1～４年) 全校給食なし
委員会活動①
１・３・４年野草園・２年動物公園
１年４限 ＊発測・視・聴ひまわり

８日(月) 朝の交通指導・披露式・始業式，
入学式，２年入学式出席，
3・4 年 2 時限，5・6 年３校時限
９日(火) 給食なし 1 年３限，2～6 年４限
１０日(水) 給食開始 １年４限
１１日(木)
１２日(金)
１５日(月)
１６日(火)

＊詳しい時間割や行事は、各学年だよりをご覧ください。

＊今年から、委員会活動やクラブのない水曜日は、５，6 年生は基本６校時限になります。
＜表記と略記＞＊発育測定：発測
＊○校時限：○限

＊視力検査：視

＊聴力検査：聴

＊歯科検査：歯

＊ALT：外国語指導助手、＊SC：スクールカウンセラー

◆ 平成 3１年度
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◆

豊かな心と健やかな体をもち，自ら学び創造的に活動する児童の育成

豊かな心と健やかな体をもち，自ら学び創造的に活動する児童の育成
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豊かな心と健やかな体をもち，自ら学び創造的に活動する児童の育成
◎子供の「学び」を保障する学校
◎思いやりのある子供
◎学習指導の「充実」に努める教師
豊かな心と健やかな体をもち，自ら学び創造的に活動する児童の育成
◎教職員と子供が「一体」となる学校
◎心身ともにたくましい子供
◎子供の思いに「共感」できる教師
◎家庭や地域と「連携」する学校

◎自ら学び自ら考える子供

◎家庭や地域の「信頼」を得る教師

かな心と健やかな体をもち，自ら学び創造的に活動する児童の育成

今年度の協働型学校評価の重点目標 （愛宕中学校と同一目標）
“高めよう！コミュニケーション力”
学校重点目標
思いやりのある子
☆命と心を育む教育の推進
☆人との望ましい「かかわり方」
の育成
☆読書活動の充実

心身ともにたくましい子
☆基本的生活習慣の向上
☆規範意識の涵養
☆体力の向上

子供たちの安全確保のため登校時刻・下校時刻は以
下のようになっています。
登校時刻 ８：００～８：２５
※7:５0 前には学校に入ることはできません。
始業は 8:30 です。

下校時刻 １６：２０
１５：５０（冬タイム 11・12・1・2 月）
＊仙台市の取り決めで午後 5 時まで（冬タイム：
午後４時半）には自宅についています。

― 年間の生活目標 ―
◎明るいあいさつをしよう
◎人の話をよく聞こう
◎校内では落ち着いてすごそう

自ら学び自ら考える子
☆学習習慣の確立
☆主体的･対話的な学びの実践
☆指導の工夫
☆地域を生かした学び

新しい学年での，初めての授業参観
です。子供たちの学習の様子をご覧い
ただくとともに，学校や学年・学級の
教育方針についての説明を，ぜひお聞
きください。
◆期日 平成３１年４月１９日(金)
◆日程 ○授業参観
13:00～13:45
○PTA 総会
14:１５～15:１５
○学級懇談会
15:３0～16:30
＊詳細は後日お知らせいたします。

４月の生活目標
◎目を見てあいさつをしよう
◎時間を守ろう

４月の保健目標
◎自分の体の様子を知ろう

４月の給食目標
◎準備や後片付けの方法を身に付けよう

ご自宅や通学経路、地域の活動場所並びに
危険場所等について理解を深めるために，担
任が地区訪問を行います。
お子さんの自宅を確認させていただきます
が、家庭訪問はいたしません。
５月７日（火）（５校時限）１４：５０～
【萩ヶ丘・長嶺萩ヶ丘・弥生青山】

子供たちの安全を守るため，地域を巡視していただくボ
ランティア巡視員を募集しております。
時間帯や回数などのきまりはありません。
散歩する時など，防犯ジャンパーを着て見回っていただく
ことで犯罪抑止につながります。ご協力いただける方，
詳しく知りたい方は，向山小学校・教頭まで，
（２２３－３８０９）
ご連絡ください。お待ちしています。

５月９日（木）（５校時限）１４：５０～
【愛宕・向山・向山中央・経ヶ峯】
５月１０日(金）(５校時限）１４：５０～
【緑・香澄・若葉】
５月１３日(月)（５校時限）１４：５０～
【予備日】

