
 

本日，子供たちが，希望に胸を膨らませ，目を輝かせて登校してきました。いよいよ今日から新しい年がスタート

します。今年度は，将監中央小学校が開校して 40 周年の記念すべき年です。元号も 5 月から令和に変わります。「厳

しい寒さの後に見事に咲き誇る梅の花のように，一人一人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせる」1

年になるよう，新旧教職員一同，気持ちを新たにしているところです。 

今年度は，子供たちの心の育成を第一に考え，心も体も健康でたくましく，目をキラキラさせながら学ぶ子供たち

の育成に努めたいと考え，以下のような学校教育目標を設定しました。昨年度の反省から，自己肯定感や自己有用感

の育成を重点目標に据え，保護者の皆様と地域の皆様と学校で取り組む協働型学校目標を「自分を大切にし，相手の

気持ちを考えることのできる児童の育成」としました。保護者の皆様と担任が話す機会も増やし，すく・さぼ将監中

央学校支援地域本部の力もお借りしながら，保護者や地域の皆様とも更に連携を深めていきたいと思います。子供た

ちが安心して，楽しい学校生活を送ることができるよう，全職員一丸となって指導を進めてまいります。今年度も，

保護者の皆様，地域の皆様の御支援・御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

                仙台市立将監中央小学校長 佐 藤 澄 江  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 始業式（3校時限）入学式（１年２校時限） 　 18 木 全国学力・学習調査6年・発育測定１年・戸口訪問②Bタイム

9 火 全校５校時限（１年３校時限）給食開始 19 金 発育測定２年

10 水 避難訓練（経路確認）学活１　１年３校時限，視力検査～28日 20 土 授業参観（ＰＴＡ総会）懇談会①全校２校時限

11 木
仙台市標準学力検査・１年４校時限，
２～６年５校時限～４／２７・1年聴力検査・1年給食開
始

21 日

12 金 聴力検査２．３．５年 22 月 振替休業日

13 土 体育館（第３）・図書室開放① 23 火 一次尿回収日，戸口訪問③・Bタイム

14 日 24 水 一次尿回収予備日・心臓病検診８：４５

15 月 発育測定６年・委員会① 25 木 １年生を迎える会，戸口訪問④Bタイム

16 火 戸口訪問①・発育測定5年・Bタイム 26 金 出会いの会①・発育測定3年・戸口訪問⑤Bタイム

17 水 発育測定４年・代表委員会① 27 土 体育館（第４）・図書室開放②

4月は１年生は4時間，２～５年生は5時間となります。４月の行事

 

 
 
 
 
 
 

豊かな心を持ち，心身ともに健康で，進んで学ぶ児童の育成 
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平成３１年 ４月 ８日 
仙台市立将監中央小学校 
TEL：３７２－１２７６ 
児童数 523 名（4／8 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
○一人一人を理解し大切にする学年・学級経営 

○異学年交流の推進 
○挨拶の励行と規範意識の醸成 
○美しく潤いのある環境づくり 

 

 
 
 
 
○魅力ある授業の創造と応用力育成 

 学習意欲の喚起・学習習慣の確立 

 校内研究・研修の充実 
○人やものと関わる活動の充実 

 
 
 
 
○根気強く取り組む活動の継続 

○たくましい心と体作り 
○自分の体を大切にする指導 

 

やさしく（豊かな心） 

・自己肯定感や自己有用感の確立 

・礼儀(挨拶を中心に)や規範意識の確立 

かしこく(確かな学力） 

・学習意欲の向上と学習習慣の確立 

・基礎・基本の定着 

たくましく(健やかな心と体） 

・諦めないで根気強く取り組む 

・いのちや体を大切にする 

家庭・地域社会に開かれた学校運営（地域と共に成長する学校） 

・地域の人材・地域の特色を生かした学習材等の発掘と活用（「ひと・こと・もの」との関わり） 

● ２０１９年度 将監中央小学校の教育目標 

１ 教育目標      豊かな心を持ち，心身ともに健康で，進んで学ぶ児童の育成 
２ 学校経営の基本方針 子供たちが，生き生きと学ぶ教育活動 
３ 協働型重点目標  【自分を大切にし，相手の気持ちを考えることのできる児童の育成】 

話をきちんと聞くことができ，自分の考えを話すことができる児童の割合を７０％にする 

４ めざす児童像と努力目標 



 

 

担当 氏名 担当 氏名 担当 氏名

校　　長 佐藤　澄江 ４年算数TT・理科 佐藤　成実 指導補助員 ☆ 髙橋　悠希

教　　頭 ☆ 木村　　茂 ５年１組 大石　みどり 図書事務 岡本　久美子

教務主任・６年理科 猪本　正志 ５年２組 ○ 齋藤　毅 図書事務 大泉　元美

１年１組 冨塚　一秀 ５年３組 山内　美優 給食パート 高橋　ひとみ

１年２組 ○ 岡田　久美子 ５・６年算数ＴＴ
5年理科 ☆ 早坂　美和 給食パート 今野　妃呂美

１年３組 畠山　裕紀 ６年１組 武田　枝里子 給食代替パート 高橋　結香

２年１組 ☆ 三宅　洸大 ６年２組 ☆○ 薄井　剛昭 スクールカウンセラー ☆ 宇佐美　貴章

２年２組 ○ 山口　美紀子 ６年３組 清野　千暁 さわやか相談員 ☆ 浅野　敦子

２年３組 成田　法子 さくら１組 ☆○ 千葉　恵子 ＡＬＴ ☆ エリザベス・ワイルダー

３年１組 内藤　昌子 さくら２組 貝和　エミ 管理校医 亀谷　茂樹

３年２組 ○ 島村　尚美 養護教諭 千葉　　藍 眼科校医 髙橋　絵利子

３年３組 堀越　正紘 事　　務 萱場　敦子 耳鼻科校医 湯浅    　涼

３年算数TT・外国語活動 高橋　玲奈 嘱託事務 堀川　　功 歯科校医 佐藤　克彦

４年１組 ☆ 阿部　汐里 技　　師 小山　ひろみ 歯科校医 菅原　直樹

４年２組 ○ 大沼　恭子 嘱託技師 ☆ 熊谷　壯夫 薬剤師 安井　孝太

４年３組 ☆ 大友はるか 看護師 ☆ 村山　順子 日本人学校 諏訪　妙子

◇職員紹介◇　平成３１年度　将監中央小学校職員

☆転入 ○学年主任

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

４月は生活のリズムに慣れるまで，疲れがたまったり，体調を崩したりするお子様が出てくることが考えられ

ます。御家庭でのお子様の体調管理には十分御配慮ください。また，４月は保健関係の検診や検査・提出物が多

くあります。本日発行の「保健だより」にも目を通しくださいますようお願いいたします。 

 

◇お知らせ◇ 

○各種配布物の確認と提出について    

 
 
 
 
 
 
 
※「緊急連絡メール配信登録」は，昨年度御登録いただいている方は再登録の必要はございません。ただし，

メールアドレスが変更になった方は改めて御登録をお願いします。  

○４月１６日（火）～２６日（金）：戸口訪問 

今年度，担任と保護者の皆様が顔を合わせることにより連携を深めることを目的に戸口訪問を実施すること

にしました。昨年度中に，戸口訪問のお知らせをしておりましたが，詳細は，各担任からお知らせいたします。

大変短い時間ではありますが，玄関先まで訪問させていただきますので，どうぞよろしくお願いいたします。          

○なお，お会いできなかった場合は，5 月末までにお会いする機会を設けさせていただきますので御了承くだ

さい。どうぞよろしくお願いいたします。 

《訪問日》４月１６日（火），１８日（木），２３日（火），２５日（木），２６日（金） 

№ 提出物 配付日 提出日
1 児童個票 3月22日 4月8日
2 緊急連絡用（引渡しカード） 3月22日 4月8日
3 保健関係調査票 4月8日 4月12日
4 心とからだの健康調査票 4月8日 4月12日
5 緊急連絡メール配信登録 4月9日 4月12日

授業参観・懇談会
４月２０日（土）
　９：２０～授業参観
１０：２０～ＰＴＡ総会
１１：３０～懇談会

　今年度初めての授業参観で
す。ぜひ子供たちの学習の様子
を御覧ください。

入学式について
 入学式には，在校生は参加で
きません。御理解・御協力をお
願いいたします。


