
教育目標 『心豊かでたくましく しなやかに生きる子供の育成』 

 
平成３１年度 ２９１名で元気にスタート！ 

 
  ４月に入っても雪が舞ったり，暖かく日が差したりする日など，不安定な天気でしたが，平成３１年度
のスタートはうららかな陽気の中で迎えることができました。進級・新入学を祝うかのように桜の花も咲
き始め，気持ちを高めてくれているようです。 
さて，３月に６２名の卒業生を見送り，この春に５２名の新１年生を迎えます。平成３１年度は全校児

童２９１名でスタートします。今年度もピカピカの１年生を学校全体で支えながら大いに盛り上げていき
たいと思います。 
平成３１年度の学校教育目標は，「心豊かでたくましく しなやかに生きる子供の育成」です。一人一

人の良さを認め合い，皆で協力しながら，自分の夢や希望の実現を目指す，心豊かでたくましい児童を育
てていきます。また，目指す資質・能力としては，「自他の良さや多様な考えを認め合い，高め合う力」
としました。そのために以下の４つの取組を考えています。 
 ・特別の教科道徳を中心に，各教科での系統立てた対話や話合い活動の充実。 
 ・総合的な学習の時間での地域との交流学習，ゲストティーチャーを招いての授業の充実。 

  ・総合的な学習の時間と各教科との関連と結びつきを考えた教科横断的な計画と指導の充実。 
  ・生活科での校外学習との結び付き，学習のまとめとして図工や国語との関連等について教科横断的

な計画と指導の充実。 
具体的には，以下のような子供の姿を目指します。 
□認め合い助け合う子供（共に進もう） 
 ○明るく礼儀正しく行動する子供を育てるために 
  ・進んで挨拶をし，あたたかい言葉で交流することができるようにする。 
  ・児童会や学年・学級による挨拶運動，あったか言葉のプレゼントの展開。 
 ○互いを認め，協力する子供を育てるために 
  ・力と気持ちを合わせた主体的な活動を多く取り入れる。 
  ・異学年交流活動「なかよし広場」の取組や地域の方々との交流活動を充実させる。 

 □鍛え合い支え合う子供（共に磨こう） 
  ○進んで運動し，心と体を鍛える子供を育てるために 
   ・基本的な生活習慣の確立。（早寝，早起き，朝ご飯の確立） 
   ・健康な体としっかりした体力をつけるために「縄跳びタイム」「ＲＵＮランタイム」の実施。 
  ○目標に向かって最後までやり抜く子供を育てるために 
   ・日常運動の推奨とそのための運動環境整備を充実させる。 
   ・心と体の健康を保つ保健指導，喜んで食べる給食指導の充実。 
 □学び合い高め合う子供（共に学ぼう） 

   ○意欲的に学習に取り組む子供を育てるために 
    ・学習での基礎基本の定着を図る。 
    ・学習規律「吉成スタンダード」や学習習慣の確立とともに，教師の授業研究や 

授業改善の取組の充実。 
   ○相手の話をしっかり聞き，自分の考えを分かりやすく表現する子供を育てるために 
    ・生活科や総合的な学習の時間をとおして探求する姿勢や発表する意欲を高める。 
    ・スキルタイムの計画的な実施。 
    ・読書タイムの充実と家庭学習の確立を進める。 
   協働型学校評価重点目標（学校と家庭・地域が協働で取り組む重点目標）として 

 ◇進んで挨拶ができる児童の育成 

 ◇あたたかい言葉で交流する児童の育成 

  昨年度実施した教育活動アンケート記述欄では，地域の皆様，保護者の皆様から「親や大人が子供たち

の手本となる挨拶や『あったか言葉』の声掛けをしていく」という御意見を多くいただきました。皆様に

は取組について真剣に考えていただき感謝申し上げます。今年度は皆様からいただいた御意見を実践でき

るように教育活動に組み入れていきたいと考えております。 

  『あたたかい思いと，笑顔あふれる学校』になるように保護者の皆様，地域の皆様の御支援，御協力を

いただきながら，教職員一丸となって子供たちの指導に努めてまいります。今年度もどうぞよろしくお願

い申し上げます。何かお困りのことがございましたら，いつでも担任や学校に御相談ください。 
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＜職員の異動について＞ ４月１日付けの職員の異動は以下のとおりです。 

退職・転 出 転 入・新規採用 

校  長 佐藤 由美  仙台市立台原小学校へ 
教  諭 佐藤 一知  退 職   
教  諭 安田 みゆき 退 職 

（再任用で仙台市立国見小学校へ） 
教  諭 千葉 英子   仙台市立川前小学校へ 
主任（事務）亀山 薫    仙台市立南中山小学校へ 
講  師 三角 清造   仙台市立住吉台小学校へ 
講  師 高  淳輝    仙台市立栗生小学校へ新規採用 
代替養護教諭 髙橋 舞    仙台市立向陽台小学校へ 
指導補助員   柴崎 香織  退  職   
スクールカウンセラー横江 千穂 退 職 
給食パート 後藤 加奈  仙台市立加茂中学校へ 

校  長   鈴木 伸茂  仙台市立馬場小学校より 
教  諭   藤根 千賀子 仙台市立向山小学校より 
教  諭   佐藤 健人  仙台市立上杉山通小学校より 
教  諭   江面 悠人  仙台市立西多賀小学校より 
教  諭   千葉 郁穂  新規採用 
事 務 長    八巻 宏枝  仙台市立川平小学校より 

講  師   遠藤 康平  名取市立館腰小学校より 
児童支援後補充講師金子 郁子   仙台市立八乙女小学校より 

臨時職員 給食作業高橋 典子  仙台市立加茂中学校より 
指導補助員    漆山 佳代子 仙台市立泉ケ丘小学校より 
スクールカウンセラー松浦 明美  

 

●４月の行事予定● 

日 曜 行  事 日 曜 行  事 

8 月 披露式，始業式，入学式 13:00 19 金 
１年４校時限，１年交通安全教室 
５年聴力・視力再検査 

9 火 
Ｂタイム１年３校時限，２～６年４校時限 
６年発育測定 給食・弁当なし 

20 土 
全校２校時限（特別時程） 
授業参観 9:25～10:10，ＰＴＡ総会 10:25～11:25 

10 水 １年３校時限，２～６年５校時限，弁当持参 22 月 振替休業日 

11 木 
１年３校時限，２～６年５校時限，給食開始 
２～６年仙台市標準学力検査・学習状況調査 
２年発育測定 

23 火 
Ｂタイム１年４校時限・２～６年５校時限 
家庭確認訪問①，４，６年視力再検査，尿一次検査 

12 金 
１年４校時限，２～６年５校時限， 
避難訓練確認，１～３年視力検査 
３，４年発育測定 

24 水 
Ｂタイム１年４校時限・２～６年５校時限 
家庭確認訪問②，尿一次検査予備日 
 

15 月 １年４校時限，１年発育測定，委員会活動 
４～６年視力検査，クラブ活動希望調査 

25 木 Ｂタイム１年４校時限・２～６年５校時限 
家庭確認訪問③，全学年歯科検診 

16 火 １年４校時限，１年聴力・視力再検査 26 金 Ｂタイム１年４校時限・２～６年５校時限 
家庭確認訪問④，１年生を迎える会 

17 水 １～３年読み聞かせ，３年聴力・視力再検査 29 月 昭和の日 

18 木 
１年４校時限，６年全国学力状況調査 
２年聴力・視力再検査 

30 火 国民の休日 
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校  長 鈴木 伸茂 ６年２組 日下 大輔 臨時的任用職員 高橋 典子 
教  頭 當房 正浩 児童支援高学年理科 西塚 彩佳 技師（用務） 佐藤 生子 
教務主任 村瀬 琢也 児童支援後補充算数 金子 郁子 非常勤嘱託職員 黒田 正信 
１年１組 作山 成子 太陽 米林 はるみ スクールカウンセラー 松浦 明美 
１年２組 江面 悠人 青空 遠藤 康平 拠点校指導員 千葉 春枝 
２年１組 藤根 千賀子   そよかぜ 千葉 郁穂 図書事務員 大友 真由美 
２年２組 豊田 真由 指導補助員 長倉 美香 図書事務員 田野口 博子 
３年１組 池田 美智子 指導補助員 髙橋 厚子 給食調理 田中 三枝子 
３年２組 佐藤 健人 指導補助員 漆山 佳代子 給食調理 高橋 由美子 
４年１組 櫻井  峻 養護教諭 飯野 深香 給食調理 庄子 栄子 
５年１組 千葉 和憲 事務長 八巻 宏枝 給食調理 相馬 久美 
５年２組 佐藤 典子 主任（栄養士） 千葉 ひろみ 給食搬送 伊藤 亜紀 
６年１組 大槻 千秋 主任（給食） 一條  茂 給食代替 下山 紀恵子 

―教職員紹介―  平成３１年度吉成小の教職員です。 よろしくお願いします。 

 

安心・安全な学校づくり ～いじめ防止対策，不登校対応の徹底～ 

 仙台市では，いじめ問題を最重要課題として，保護者や地域の皆様の御理解，御協力を得ながら，関係機関

との連携の下，全力で取り組んでいます。本校でも，平成３１年度からの『仙台市いじめの防止等に関する条

例』の施行に伴い「学校いじめ防止基本方針」を見直していきたいと考えます。また，これまで以上に学校全

体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに，いじめが起きた場合には，適切かつ迅速に対応していき

ます。 


