
 

 

 

                        

感動と安心の笑顔あふれる学校に 
 

                         校長  下川 秀一 
 
 ご入学・進級おめでとうございます。平成２４年度は、新１年生１０４名を迎
え、千坂小学校は、６６９名でスタートしました。            
 「豊かな人間性と創造性を備えた児童の育成」を目指し、「感動と安心
の笑顔あふれる学校」になるよう、職員一同力を合わせ頑張ります。 
 学びや体験に、創り出す活動に、人と人の絆に、感動のある学校。確か
な学力に、すこやかな心身に、危機への対応に、安心のある学校。学ぶ喜
びに、体験の楽しさに、安らぎの学舎に、笑顔のある学校。 
 そんな学校を、子ども達と保護者、地域の方々と共に、創り出していけるよう
全力で取り組みます。ご協力の程、よろしくお願い致します。 
 
＜お世話になります＞  

  ２４年度担任の先生等の紹介 （4 月７日現在） 

                                                                    
(*印は、転入職員） 

＜お世話になりました＞ 
   転出職員                転出先            転出職員                  転出先 
花岡 奈緒子 退職 木下 玲子 退職 
高 智子 長田町小学校 水谷 清美 田上小学校 
田中 克枝 退職 日詰 佑未 小松市立木場小学校 
番井 一夫 三馬小学校 上出 陽子 金石小学校 
川原 かおり 森本小学校 水野 千晴 夕日寺小学校 
干場 香織 南小立野小学校   
   

 

◎春の交通安全運動 
  平成２４年度春の全国交通安全運動（4/6～15)にあわせ、学校職員は４月１０日～１６日
まで、主に学校の周りの交通量の多いところ（千木交番付近・文ちゃん前・はすの里公園付
近・横枕交差点付近・サークル K 疋田店付近）で、交通安全街頭指導を行います。歩行の様
子等でお気づきの点などあれば、学校にお知らせください。 
 保護者の皆様には、自転車の乗り方（飛び出さない、ヘルメットの着用）や、道路の横断
について今一度子どもたちへの声かけをよろしくお願い致します。 

１年１組 林  節子 ２年１組  松田 由紀子 ３年１組  川辺 有紀           
  ２組 *荒屋敷万里子     ２組  中山 典子   ２組 村田 歩美  

    ３組 *中田 幸江     ３組 森 洋美      ３組 *浦井 栄美子 
         ４組 福家 利彦    ４組 櫻井 美紀子 
４年１組  杉野 瑠美 ５年１組 *八幡 陽子 ６年１組 *永井 亜津子 
    ２組  笠松  美奈     ２組  櫻井 慎也     ２組  石尾 雄介 
    ３組 榎 有香    ３組 加藤 雄一     ３組  辻口  哲也 
    ４組  福家 利彦     

ちさか学級１  * 細川 美樹 ちさか学級２  長田 佳子 
ちさか学級３  *大草 陽子 ・ 寺本 晴子 （5 月より） 
図工       和久田 博子 音楽       山田比代子 
理科   徳成 保之 算数少人数指導    荒礒 洋介 

養護      田中 裕子 
事務主査    *田上 晴美     
主任校務士   中村 外茂子 
特別支援補助  相原しずか 
特別支援補助  *川端 美緒 
心と学びの支援 齋藤 摩子 

初任研補充   *川口 恵里菜 
英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ  *徳沢 由紀 
事務補      台蔵 敦子 
給食        中嶋 佳子   
給食       俵 美和子 
教頭          宮松 まり子 

校長         下川 秀一 

ちさか  
学校だより ４月  

平成２４年４月９日   

金沢市立千坂小学校 
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◎新１年生に「ランドセルカバー」等をいただきました 
  新１年生の交通安全を願い，様々な安全グッズが寄贈されました。町会連合会の支援を得
て育友会で作成していただいた防犯ステッカー、交通安全協会等より交通安全物品、千坂校
下婦人会より交通安全マスコット、金沢東防犯協会より防犯クリアケースをいただきました。
また、諸団体等よりランドセルカバー等もいただきました。子ども達を交通事故から守るた
め、充分にご活用ください。 
 
◎欠席時の連絡について 
 欠席の場合、学校へのお知らせは、原則連絡帳などでご連絡下さい。電話を使っての連絡
は緊急時のみでお願い致します。 
                                     
◎緊急電話連絡網について                                        
 本校では、緊急時の連絡に平成２２年度より学校配信メールを活用しております（１年生
の保護者の皆様には後日手続き等のお知らせを配付いたします）が、未だ１００％の参加に
は至っておりません。また、ネットの障害という事態もないとはいえません。そこで、本年
度も、学級毎の緊急電話連絡網を学級委員の方々にご協力いただいて作成したいと考えてお
ります。記載する情報は「姓と電話番号」のみとします。 
 後日、お手元に届いた連絡網については取り扱いに十分ご注意され、電話番号の問い合わ
せがあっても絶対に他に知らせないという意味で、掲示せず、保護者のみが保管使用するこ
とをご確認しておきます。（なお、前年度分は破棄願います。） 
 
                           ＜４月 学校行事予定表＞ 
日 曜 児 童 に 関 す る 学 校 行 事 そ の 他 
6 金 ・新６年入学式準備 8：30  

7 土   

8 日   

9 月 入学式 10：00 ・新任式、始業式 13：00  

10 火 集団登校（１３日まで）・普通校時３限まで・1 年 2 限まで・  

11 水 ・２～６年給食開始・身体測定（６年）・1 年 2 限まで  

12 木 ・身体測定（５年）・委員会発足 6 限   ・1 年３限まで (育)合同委 18:30～ 
13 金 ・身体測定（４年）         ・1 年３限まで  

14 土   

15 日   

16 月 ・県調査基礎学力（4 年 1・2 限 6 年１限）・身体測定（３年）・1 年給食開始 

17 火 ・全国学力学習状況調査（６年） ・身体測定（２年）   

18 水 ・身体測定（1 年１．２組）・町別児童会、集団下校（５限）  

19 木 ・身体測定（1 年 ３．４組）・委員会   

20 金 ・縦割りはじめまして会 (育)各委員会 19:30～ 
21 土   

22 日  (育)実行委 19:30～ 

23 月 ・家庭訪問（5 月 2 日まで）「いしかわ読書の日」・縦割り掃除スタート ・そうじ集会（朝） 
24 火 ・火曜校時  

25 水 ・内科検診 2 年  

26 木 ・クラブ発足集会①②  歯科検診２・４・６年   

27 

 

金 ・第①回 授業参観（5 限）（13：55～14：40）、ｽｸｰﾙﾌｫｰﾗﾑ・総会（14：50～） 
学級懇談会（16：00～ 

28 土   

29 日 「昭和の日」  

30 土   
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平成２４年度 年間行事計画予定 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
     
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

４月 
9 日（月）入学式 新任式  始業式 

10 日（火）～13 日（金）集団登校 
16 日（月）県基礎学力調査４年 ６年 
17 日（火）全国学力学習状況調査 ６年 
18 日（水）町別児童会 集団下校 
20 日（金) 縦割りはじめまして会 
23 日（月）家庭訪問 ～5 月中旬 
25 日（水）２年 内科検診 
26 日（木）２，４，６年 歯科検診 
27 日（金）授業参観 総会 フォーラム  懇談会 

 １０月 
3 日（水）4 日（木）通知表渡し 
9 日（火）後期始業式 

16 日 (火) 走れ千坂っ子記録会 17 日（水）予備日 
29 日（月）全校集会音楽を聴く会 
30 日（火）か 31 日（水）連合音楽会 
日程未定 就学時検診 

１１月 
1 日（木）創立記念式典 

いしかわ教育ウイーク公開週間 
6 日（火）第３回授業参観 学級懇談 育友会 窓拭き 

22 日（木）昔遊びの会 

１２月 
5 日（水）歌声集会 
6 日（木）校内学力テスト 

13 日（木）３年 クラブ見学 
26 日（水）冬季休業開始  希望者懇談 

５月 
2 日（水）１年 内科検診 
9 日（水）３年 内科検診 

10 日（木）１３５年 歯科検診 
15 日（火）６年 内科検診  
23 日（水）４年 耳鼻科検診 
25 日（金）１年 耳鼻科検診 
28 日（月）全市一斉あいさつの日 
     全市一斉学校公開週間  ～6 月 3 日 
30 日（火）運動会(弁当） 31 日 予備日（弁当） 
日程未定 ５年 演劇鑑賞 

６月 
5 日（火）５年 内科検診 
7 日（木）１年 眼科検診 
8 日（金）縦割り遠足 11 日（月）予備日（弁当） 

12 日（火）プール掃除 
13 日（水）４年 内科検診 
13 日（水）３年 自転車教室 
14 日（木）体力テスト 
22 日（金）プール開き 
27 日（水）第２回授業参観 学級懇談会 

１月 
6 日（日）冬季休業終了 
7 日（月）書き初め大会 

28 日（金）金沢 「絆」活動の日  
日程未定 跳べ千坂ッ子 

２月 
6 日（水）第４回授業参観 フォーラム 

27 日（水）６年生を送る会リハーサル 
28 日（木）６年生を送る会 
日程未定 ４，５年 スキー教室（弁当） 

７月 
13 日（金）町別児童会 集団下校 
17 日（火）～19 日（木）６年 宿泊体験 
21 日（土）夏期休業開始～8 月 31 日（金） 
23 日（月）24 日（火）中間個別懇談 
28 日（土）全市児童生徒ボランティアの日  

土曜参観 
日程未定  ４～６年  グランドゴルフ 

３月 
8 日（金）縦割りさよなら会 

21 日（木）町別児童会 集団下校 
22 日（金）大掃除 終業式 
29 日（金）離任式  
日程未定 卒業式 

８月 

6 日（月）全校登校日 

９月 
4 日（火）～ 7 日（金）夏休み作品展 
6 日（木）～7 日（金）５年宿泊体験 

24 日（月）１年 心臓検診 
26 日（水）６年 連合体育大会(弁当） 
      ２～５年 遠足(弁当） 
27 日（木）予備日(弁当）      

朝　学　習

学級朝の会

１　限　目

２　限　目

長休み

３　限　目

４　限　目

給食

昼休み

清掃

５　限　目

６　限　目

終わりの会

児童下校 16:00

 9:35～10:20

火曜校時

14:40～16:00

15:10～15:20

普通校時と同じ

16:00

(14:35～14:40)

13:30～13:45

12:20～13:00

14:50～15:35

・朝学習は８：１５～８：３０の１５分間担任の見守る中で、下記の

学習を行い、基礎基本の学力をつける。

　また、クラス一斉に静かに読書をすることで、落ち着いた心で

一日の学習のスタートができるようにする。

　　　　＜１～２年＞

　　　　月（国語・算数）、火（英語）、水（読書）、

　　　　木（国語・算数）、金（読書）

　　　　＜３～６年＞

　　　　月（国語・算数）、火（英語）、水（読書）、

　　　　木（国語・算数）、金（読書・理科）

クラブ校時

13:00～13:30

13:30～13:45

13:50～14:35

 8:30～ 8:40

 8:40～ 9:25

 8:40～ 8:50

10:20～10:35

通常

13:30～14:15

11:30～12:15

12:15～13:00

13:00～13:30

12:20～13:00

13:55～14:40

14:25～15:10

２  日　　 課 　　表（２４年度）

16:00

全校集会時
全校集会8:20～8:35

15:35～15:45

10:35～11:20

 8:15～ 8:30

 8:50～ 9:35

 9:45～10:30

10:30～10:40

10:40～11:25

11:35～12:20


