
 金沢市立千坂小学校                 

 

 

平成２７年 

４月号 

４月７日発行 

「豊かな人間性と創造性を備えた児童の育成」をめざして 

                         校長  坂根 順子 
 いよいよ、平成 2７年度がスタートしました。昨年度、千坂小学校に赴任しました校長の坂根順子です。

どうぞよろしくお願いします。 

入学式を待っていたかのように、桜の花が満開になりました。お子様の、ご入学・ご進級おめでとうご

ざいます。今日は、午前中、新１年生１00名を迎えた入学式。そして、午後からは、2年生から6年生と一緒に

新任式・始業式を行いました。 

千坂小学校の全校児童数は６５２名です。新しい学年のスタートを迎え、子ども達の目は輝いています。

新しい教室、新しい友達、新しい勉強への期待で胸膨らませていることでしょう。 

この６５２名の「宝物」の輝きを消さず、さらに輝きが増すように、一人一人のお子様の良さを伸ばすよう

に、教職員が一丸となって取り組んでいきます。そして、学校目標「豊かな人間性と創造性を備えた児

童の育成」をめざし、すてきな「ちさかっ子」が育つよう、職員一同力を合わせ頑張ります。保護者

の皆様には、これまで同様のご支援とご協力をよろしくお願いします。 

 

学校目標 「豊かな人間性と創造性を備えた児童の育成」 

《 めざす児童像 》 
・ ○ちえのある子 …学びから得た知識を生かし、活用できる子（知：確かな学力） 

・ ○さわやかな子 …さわやかな挨拶を交わし、きまりを守る子（徳：豊かな人間性） 

・ ○かかわりあう子…人や自然との関わり合いを通し、たくましく生きる子（体：健やかな体） 

 
＜お世話になります＞                     ４月７日現在 

  ２７年度担任の先生等(*印は、転入職員）   

                                                                    
 
＜お世話になりました＞ 
 
 転出職員             転出先              

 松田 由紀子  退 職  
 徳成 保之 金沢市立 木曳野小学校 
 辻口 哲也 金沢市立  杜の里小学校  

飯田 尚徳 川北町立 川北小学校 
岡田 麻奈 金沢市立 諸江町小学校 
   
 

１年１組 *吉田 美晴 ２年１組  荒屋敷万里子 ３年１組 浦井 栄美子           
  ２組 長田 佳子     ２組 *井上 綾菜    ２組 林  節子 

    ３組 川辺 有紀     ３組 *魚住 洋輔     ３組 *鍜治 信介 
         ４組 栗原 幸代      
４年１組  永井 亜津子 ５年１組 八幡 陽子 ６年１組 福 田 （ 杉 野 ） 瑠 美 
    ２組 *燈明 真希子     ２組  中田 幸江     ２組  櫻井 美紀子 
    ３組  山下 希実    ３組 花木 陸朗     ３組  櫻井 慎也 
          ４組  笠松  美奈 
ちさか学級１     宮崎 繁夫 ちさか学級２    清造 真由子 
図 工       和久田 博子 音 楽       室谷 卓郎 

理 科        *開田 修平 算数少人数指導   田中 健太 

初任研指導     干場 文夫    

養 護      谷口 佐和子 
事務主査       田上 晴美    

校務技士       吉田  哲 
特別支援員   相原 しずか 
特別支援員    大場 謹子 
心と学びの支援員 吉谷 志津子 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  *押野 真喜子 

学校図書館司書 本田 茂代 

英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ   徳沢 由紀 
事務補        岡中 友子 
給食         三村 直美   
給食        澁谷 幸子 
主幹教諭    加藤 雄一 

教頭           宗廣 進一 
校長          坂根 順子 

新しく、千坂小学校にｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰと主幹教諭とが配置

されました。ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの押野は、木曜 14:00 から 17:00 ま

で勤務しています。お子さんの色々な悩み事について相

談に乗ります。どうぞご活用ください。また、主幹教諭は、昨

年度まで千坂小学校で理科を中心に担当していた加藤

です。今年度も理科を担当します。 
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◎春の交通安全運動及び集団登校 《平成２７年４月８日（水）～１４日（火）》 
千坂小学校では学校職員が４月８日（水）～１４日（火）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。安全面はもちろんですが挨拶の習慣づけ指導もあわせて行います。で
きるかぎり児童の方から挨拶をして欲しいと思いますが様子を見ながら個々に応じてあたたかい声
をかけてあげてください。また、歩行や挨拶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。下校後の子ども達の様子についても、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。 

また、８日（水）から 14 日（火）までは集団登校週間です。各地区で高学年を中心に交通安全や
元気なあいさつに心がけながら登校しますので、それぞれの地域で見守りをお願いします。 
 
◎登校時刻と欠席時の連絡について 
 登校は７：３０から８：１０までの間に学校玄関に着くように家を出るようにご家庭で調整してあ
げてください。また、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。 
 
◎家庭訪問について 

例年同様、子どもたちの家や周辺の環境を確認するために実施します。特別にお仕事を休んで家に
いていただかなくても構いません。期間中、担任とお話されたいと思われましたら、その旨、事前
に連絡帳等で担任までお知らせください。 

 
◎集団下校について 

17 日の集団下校では、習い事などは一旦帰宅してから行くようにしてください。また、祖父母の家
に帰るような場合には、当日までに連絡帳で学級担任の先生に連絡してください。 
 
                          ＜４月 学校行事予定表＞ 

 
日 曜

学校行事等の予定
地域・育友会

6 月 入学式準備６年8:15登校(午前)

7 火
１学期開始（６年弁当持参）　　　入学式10:00

始業式・新任式13:00(登校12:20～12:40の間)

8 水
集団登校(～4/15まで)

給食なし３限まで交通安全指導３年

9 木
給食開始(2～6年)　　　　　　児童委員会６限(組織づくり・年間計画)

身体測定（３４年→１２限，２５年→３４限）　　教職員による交通安全指導

合同委員会（18:30体育館）

10 金
たてわり清掃開始(前年度グループ)　　　　　基礎時間割開始

身体測定（１６年→２３限）　　　　教職員による交通安全指導３年

11 土 県議選挙準備

12 日 県議選挙

13 月 １年給食開始  交通安全指導２年

14 火

15 水 内科健診２年（13:15～松下先生）

16 木 児童委員会６限 第１回各委員会（19:00）

17 金
５限まで

町別児童会（５限）･集団下校（５限後）

18 土

19 日

20 月
県基礎学力調査４年(１～３限)６年(１～２限)

学校独自学力調査１・３・５年

第１回実行委員会（19:30）

21 火
全国学力学習状況調査６年(国・算・理)

内科健診５年（13:10～）

22 水
避難訓練（２限）

内科健診１年（13:15～松下先生）

23 木
クラブ６限（クラブ組織と年間計画）

歯科健診１３５年（午前）

ノーテレビノーゲーム親子読書

の日

24 金
授業参観５限，育友会総会

スクールフォーラム，学級懇談会

25 土 市議選挙準備

26 日 市議選挙

27 月 たてわりはじめまして会（わくわくタイム）

28 火 火曜校時

29 水 昭和の日 　

30 木
春の遠足　給食なし弁当持参

(悪天候により遠足がない場合→４限後に弁当を食べた後に帰宅→担任による地域訪問～
5/14)

1 火
縦割り清掃開始　　　４限目まで（弁当を食べた後帰宅）→担任による地域訪問～5/14)

春の遠足予備日　　 給食なし弁当持参


