
平成３０年４月９日 第１号                仙台市立向山小学校 

～明るく☆仲良く☆根気よく～ 

 

 

 

平成３０年度が始まりました。校庭の桜も，きれいな花を開きました。さわや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。お子さまのご入学，ご進級を心からお喜び申し上げます。新年度

を迎え，４５名の新１年生が入学し，１４学級，全校児童２７８名でスタートいたしました。 

今年度の教育目標やめざす児童の姿について，先日新しく着任した教職員も交え全教職員で確認

しました。学校・保護者・地域の三者協働による重点目標を，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」としました。『明るく☆仲良く☆根気よく』を合言葉に，

今年度も学校・保護者・地域が目標の実現を目指して努力できるよう取り組んでまいります。これ

まで同様，保護者の皆様・地域の皆様のご理解とご協力を，どうぞよろしくお願いいたします。 

 
☆は転入教職員 

校  長  三浦 敏光☆ 
教  頭  木村  茂 
教務主任  猪股  輝☆ 
研究主任  木村 享央 
児童支援  竹内 一馬 
少人数   畠山 美緒 
養護教諭  鈴木 仁美☆ 
栄養教諭  近藤亜水美 
 

事  務  篠崎 佑果☆ 
用務技師  黒澤 久美 
用務技師  早坂  充☆ 
給食技師  引地美智子 
給食技師  大友真喜子☆ 
指導補助員 神馬 知恵 
指導補助員 佐藤  希 
指導支援員 東海林美苗 

さわやか相談員  斎藤 葉子 
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  佐藤 拓也☆ 
給食パート   鷲見真理子       
給食パート  阿部 智子 
給食パート  大塚 佳子 
給食パート  作間 祥子 
図書事務   千田 純子 
図書事務   佐竹美佐子 

学級担任（1 組学年主任） 
 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１組 藤根 千賀子 今野 康子 福永 綾香☆ 若林 純子☆ 鈴木 知子 木村 享央 

２組 佐藤 一輝 山本 夢☆ 菊池 梨恵 髙橋 雄喜   千葉 拓爾 

ひまわり 1組 深田美奈子 ひまわり 2組 鈴木 陸生 ひまわり 3組 柴田 幸枝 

 

                （4 月中 1 年生は，午前授業となります。） 

＊発育測定：発測 ＊視力検査：視 ＊○校時限：○限 と省略させていただきました。 

 今年度の教育目標及び重点努力事項についてお知らせいたします。ご家庭と連携を図りながら具現化

できるように努力してまいります。今後ともご協力をよろしくお願いします。 

 

 

９日(月) 朝の交通指導・披露式・始業式， 

入学式，3・4 年 2 校時限， 

2・5・6 年３校時限 

１０日(火) 給食なし 1 年３限，2～6 年４限 

１１日(水) 給食開始 １年４限 ＊発測６年 

１２日(木) 仙台市標準学力検査（２～６年） 

１年４限 ＊発測１年 

１３日(金) １年交通教室 １年４限 委員会 

      ALT 来校日＊発測５年・ひまわり 

１６日(月) 職員会議 

非常放送聞き取り訓練＊発測３年 

１7 日(火) 全国学力学習状況調査(６年)  

１年４限 ＊発測４年 

１8 日(水) １年４限  ＊発測２年 

１9 日(木) １年４限  ＊視６年 

２0 日(金) 授業参観・PTA 総会・懇談会  

      ALT 来校日 ＊視５年・ひまわり 

２3 日(月) １年４限 ＊視４年 

２4 日(火) １年生を迎える会 １年４限  

      スクールカウンセラー来校日 

２～６年５限 ＊視３年 

２5 日(水) ＊視２年 

２6 日(木) ＊視１年・尿検査回収 

２7 日(金) 春の遠足(1～４年) 全校弁当持参 

      １・３・４年野草園・２年動物公園 

 

〒982-0841 仙台市太白区向山 3-19-1 
      Tel 022-223-3809 
       Fax 022-714-8709 
 http://hogwarts.sendai-c.ed.jp/~mkaiyama/  



― 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 

 ４月の生活目標 

 ◎誰にでも気持ちのよいあいさつをしよう  

◎人の話をよく聞こう  ◎落ち着いてすごそう 

 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 

 
 

  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ます。 

 時間帯や回数などの決まりはありません。 

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。 

 子供たちの通学経路や活動場所並びに危険

場所等についての理解を深めるために，地区

訪問を行います。＊出張等で担任が予定実施日

に訪問できない場合は，5 月中に改めて訪問し

ます。 

《実施日》 

５/１（火）全校 5 校時限 14：40～ 

    【萩ヶ丘・長嶺萩ヶ丘・弥生青山】 

５/２（水）全校 5 校時限 14：40～ 

    【愛宕・向山・向山中央・経ヶ峯】 

 ５/７（月）全校 5 校時限 14：40～ 

     【緑・香澄・若葉】 

◆ 平成 30 年度 教育目標 ◆ 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

    

 

 

 

    
  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

めざす学校像 めざす児童像 めざす教師像 

◎子供の「学び」を保障する学校 

◎教職員と子供が「一体」となる学校 

◎家庭や地域と「連携」する学校 

◎思いやりのある子供 

◎心身ともにたくましい子供 

◎自ら学び自ら考える子供 

◎学習指導の「充実」に努める教師 

◎子供の思いに「共感」できる教師 

◎家庭や地域の「信頼」を得る教師 

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 心身ともにたくましい子 自ら学び自ら考える子 

☆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 

☆基本的生活習慣の向上 

☆規範意識の涵養 

☆体力の向上 

☆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３０年４月２０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。 

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  

※7:40 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）には自宅に着いています。 


