
 

 

 

 

 

 

 

協働型重点目標(学校･地域･家庭)：「思いやりの心をもち，進んであいさつできる児童の育成」 

                  「進んで学ぶ望ましい学習習慣の育成」 

 

平成３１年４月８日(月) 

中 田 小 学 校 だ よ り 

４月号 

TEL ２４１－２６１０ 

http://www.sendai-c.ed.jp 

/～nakada19/ 

4 月 8 日現在児童数 534 名 

 

 

 

  校木の梅の花がきれいに咲き，本日無事に新年度をスタートすることができました。寒の戻り

により桜の開花が足踏みしていますが，登校してきた子供たちの晴れやかな表情からは，進級の

喜びと新しい出会いへの期待感が伝わってきました。 

 今年度も「みんなでつくろう 明るいあいさつと 思いやりいっぱいの 中田小」を

合い言葉にして一人一人が安心して過ごせる学校づくりに取り組んで参りま

す。保護者の皆様，地域の皆様のご支援・ご協力の程，よろしくお願いいた

します。 

 

平成３1年度教職員です。よろしくお願いいたします。 

       新たに，１３名の職員が着任しました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

な か だ 

 

 【学校教育目標】  心身共にたくましく，心豊かで，主体的に学ぶ児童の育成 

  

 目指す子どもの姿 「心豊かな子」 「進んで学ぶ子」 「健やかな体の育成」 

  

 みんなの合い言葉 みんなでつくろう 明るいあいさつと 思いやりいっぱいの 中田小 

校　長 千葉　博久 ５年１組 ◎ 髙橋　義範 ※ 教諭（育休中） 片平　美沙希

教　頭 佐々木　宏 ５年２組 戸村　彩苗 ※ 教諭（育休中） 齋藤　理紗

主幹教諭 髙橋　奈緒 ※ ５年３組 菊地　悠希 教諭（育休中） 片岡　朋枝

１年１組 ◎ 村上　久代 ６年１組 ◎ 竹丸　賢一 主事 西條　遥香 ※

１年２組 八嶋　周子 ６年２組 本郷　綾乃 技師 熊谷　洋子 ※

１年３組 森元　千雅 ６年３組 竹川　央 嘱託技師 堀江　優

２年１組 ◎ 安藤　牧子 わか竹１組 ◎ 佐々　裕子 指導補助員 佐藤　直美

２年２組 佐藤　えりか ※ わか竹２組 上田　康介 指導補助員 西川　真衣

２年３組 佐藤　華奈 はぐくみ教室 笠井　武 給食パート 三浦　佐和子

３年１組 ◎ 佐藤　裕紀子 算数指導 阿曽　恵子 ※ 給食パート 斉藤　千賀子

３年２組 菅原　康平　 算数指導 藏本　拓真 ※ 代替給食パート 早田　幸美

３年３組 髙野　千夏 児童支援 安積　章彦 ※ 図書事務 小島　香織

４年１組 ◎ 髙橋　勇一 ※ 理科指導 松田　美紀 図書事務 加藤　みゆき ※

４年２組 泉　理沙子 ※ 養護教諭 二瓶　光代 スクールカウンセラー 遠藤　萌 ※

教諭（産休中） 坂本　瞳
学校支援地域本部
スーパーバイザー 加藤　みゆき◎ ： 学年主任　　　※ ： 転入職員

 

配付版では職員一覧が掲載されています 



 ＜授業参観・PTA総会・懇談会について＞  

 ４月２０日(土)に授業参観（２校時）・PTA

総会・懇談会を行います。お子さんの学習の様子

をぜひご覧いただき，懇談会等にもご出席いただ

きますようにお願いします。 

＜日 程＞   

４月２０日（土） ※全学年３校時限 

    9:30～10:15  授業参観 

   10:30～11:15  通常授業  

   保護者の方は PTA 総会 10:25～（体育館） 

  11：25      児童下校 

11：30～12:15  学年・学級懇談会 

４月の行事予定 

     ＜登校・下校時刻について＞  

○ 始業は８時３０分です。安全のために７時５０

分から８時２０分頃の登校となるようにご協力く

ださい。なお，昇降口が開くのは，７時 5０分頃

です。安全のために早すぎる登校にならないよ

うご協力ください。 

○下校時刻は，おおむね次のとおりです。 

 ・５校時の日…午後 2時 45分頃 

 ・６校時の日…午後 3時 35分頃 

 ・４校時（給食なし）の日…12時 30分頃 

 ・４校時（給食あり）の日…午後 1時 30分頃 

※学級や学年の状況によって，多少前後する場合が 

 ありますのでご了承ください。 

○最終下校時刻は，下記の通りです。 

 ・３～10月…午後 4時 30分 

 ・11月～2月…午後 4時 

    ＜1学期の主な行事について＞  

４月２６日（火）～  自宅確認期間 

６月１３日（木）～６月１４日（金） 修学旅行（６年） 

６月２０日（木）   スチューデントシティー（５年） 

６月２１日（金）   引き渡し訓練 

７月 ３日（水）   若葉まつり 

７月１６日（火）～７月１７日（水） 野外活動（５年） 

７月１９日（金）   夏休み前朝会 

７月２０日（土）～８月２２日（木）  夏休み期間 

８月２３日（金）   夏休み明け朝会 

９月１２日（木）   陸上記録会（６年） 

９月２９日（日）   地域合同防災訓練 

９月３０日（月）   振替休業日 

１０月１１日（金）   １月期終業式 

※ 現段階の予定になります。 

8日 月
着任式・始業式・入学式
２～４年：２校時限
５・６年：３校時限

9日 火
２～６年：４校時限　　１年：３校時限
６年：発育・視力

10日 水
１年：３校時限　　２～６年５校時限
給食開始　　５年:発育，視力

11日 木
１年：４校時限　　２～６年５校時限
３～６年：仙台市標準学力検査
２～６年：生活学習状況調査

12日 金
１年４校時限　　２～６年：５校時限　SC
１・２年交通安全教室　４年:発育・視力

15日 月
生活朝会　委員会活動
３年・わ：発育，視力

16日 火 ２年発育・視力
17日 水 １年発育・視力　聞き取り訓練①
18日 木 全国学力・学習状況調査（６年）
19日 金 聞き取り訓練②
20日 土 授業参観・PTA総会・懇談
22日 月 振替休業日
26日 金 １年生を迎える会（３校時）　５校時限
29日 月 昭和の日
30日 火 国民の祝日（退位の日）

＜５月の主な行事予定＞
　７日（火）　音楽朝会　　自宅確認　　5校時限
　８日（水）　代表委員会　自宅確認
　9日（木）　自宅確認　5校時限
１0日（金）　防災訓練（不審者対応）
　　　　　　　自宅確認　5校時限
１１日（土）　体育館・校庭自由開放
１３日（月）　委員会
２１日（火）　全校体育
２５日（土）　運動会
２６日（日）　運動会予備日
２７日（月）　振替休業日
２９日（水）　クラブ①

※SC：スクールカウンセラー来校日


