
ご入学・ご進級、おめでとうございます 
                  校長   伊波  喜一   

お子様のご入学・ご進級、おめでとうございます。平成 ２９年度がスタートしまし

た。江古田小学校は、本日６３名の一年生を迎え、児童総数３３８名・全校１２学級で

出発しました。子どもたちは新しい学年を迎え、喜びと希望に胸をふくらませています。

その気持ちを大切にし、子どもたち一人ひとりが自分の良さをさらに発揮できる学校の

実現を目指して、教職員一丸となって取り組んでまいります。保護者・地域の皆様 には

変わらぬご支援とご協力を、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

去る 3 月に「中野区ランニングフェスタ」がありました。2 キロ、4 キロ、そして

１０キロメートルとそれぞれ、参加者が走っていきます。一たびスタートすると、ゴー

ルするまでは後戻りできません。私も参加児童の伴走をしましたが、折り返し地点から

がきつくなります。そんな時、一度ならず何度も、沿道から「がんばれ～」と声をかけ

られました。そのエールを聞くと、（まだまだ頑張れるゾ）と元気が湧いてきました。   

声には不思議な力があります。励ましや思いやりから発せられた言葉には、聞くも

のの気持ちを奮い立たせ、前へ前へと進ませる力を与えます。  

反面、昨今いじめや意地悪の歯止めが聞かず、不幸な結果となる事件が後を絶ちま

せん。配慮のない一言がどれほど相手を苦しめるかということを、改めて考えていきた

いと考えます。そして、相手の身に寄り添い、相手の立場を尊重することを、学校は元

より、保護者や地域の皆様と共に協力して取り組んでまいります。どうぞ、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。  

最後に、以下のように今年度も本校の教育目標を設定しました。  

 

本校の教育目標  

 ◎かんがえる子ども   ○やさしい子ども   ○たくましい子ども  

 

昨年同様、重点目標を「かんがえる子ども」とし、 学力向上の大事な要素である思

考力・判断力・表現力をさらに伸ばすことを目指します。教科では今年度も算数科の指

導法の工夫に焦点を当てた研究に取り組んでいきます。そして、他の教科等でも、互い

の考えを出し合い、認め合う中で、より良い解決方法を見出したり、新たな課題 を発見

したりすることにつながるよう、子ども達を育てていきたいと思います。  

さらに、知徳体のバランスのとれた教育を目指して 「運動」、「伝統」、「国際理解」、

「心の教育」を重点項目とし、子ども達が健やかに育つよう具体目標を定め、推進して

いきます。  
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学校の教育目標◎かんがえる子ども○やさしい子ども○たくましい子ども（◎重点目標）

目指す学校の姿「挨拶いっぱい、元気いっぱいに、子ども一人ひとりが良さを発揮できる学校」



前期  ４/６～10/６  

４月 

６(木 )始業式・入学式  

１０(月 )給食始  

定期健康診断（始） 

保護者会 (５･６年 ) 

１１(火 )区学力テスト(2～6 年 ) 

１２(水 )保護者会 (３・４年 )  

１３(木 )保護者会 (１・２年 ) 

１４(金 )１年生を迎える会  

１７(月 )交通安全教室（1 年） 

１８(火 )全国学力調査（６年）  

２５(火 )遠足（５・６年） 

２６(水 )消防写生会（２年） 

２７（木）たて割り班集会（ロング）  

  ５月  

２(火 )地区班別集会  

８(月 )個人登校始  

９(月 )遠足（３・４年）  

１３(土 )学校公開日  

５年移動教室説明会  

２２(月 )～２４（水） 

６年生日光移動教室  

２６(金 )離任式  

３０(火 )遠足（１・２年）  

６月 

７(水 ) ～９（金） 

５年生軽井沢移動教室  

14(水 )小中合同引き渡し訓練  

15(木 )音楽鑑賞教室 (5 年 ) 

１７(土 )学校公開日  

    道徳授業地区公開講座  

１９(月 )水泳指導（始） 

２0(火 )全校オリエンテーリング 

 

７月 

３(月 )～２８日（金） 

個人面談期間 

４(火 )保護者会 (２・４年 )  

６(木 )保護者会 (１・３年 )  

８(土 )学校公開日  

１０(火 )保護者会 (5・６年 )  

２０ (木 )夏季休業前朝会 、給食

(終 ) 

２１(金 )夏季休業日 (始 )  

 夏季プール 

前半２１日（金）～８月４日（金） 

後半８月２３日（水）～３０日（水） 

   ぐんぐんタイム(補習教室 ) 

      ２４（月）～２８(金 ) 

 

８月 

夏季プール  

後半 ８月 ２３日 （水 ）～３０日

（水） 

～３１(木 )夏季休業日  

   

９月 

１(金 )夏季休業明け朝会  

      給食 (始 ) 

９(土 )学校公開日  

     セーフティ教室  

１１(月 )水泳指導（終） 

 

２２(金 )生活科見学 (2 年 ) 

 

１０月 

 

３(火 )保護者会 (４･５･６年 ) 

４(水 )保護者会 (１･２･３年 ) 

６(金 )前期終業式  

８(土 )～１０（月）  

秋季休業日  

 

後期  10/10～       

 

１０(火 )後期始業式  

１４(土 )運動会  

１５(日 )運動会予備日  

１６(月 )振替休業日  

２５(水 )区連合運動会 (6 年 ) 

２６(木 )区連合運動会予備日  

２７(金 )生活科見学（1 年） 

  

１１月  

６(月 )読書旬間始  

９(木 )就学時検診  

11(土 )学校公開日  

17(金 )読書旬間終  

21(火 )勤労奉仕活動  

24(金 )学芸会  

（児童鑑賞日） 

25(土 )学芸会  

（保護者鑑賞日） 

 

 

１２月 

１(金 ) 連合音楽会（5 年） 

２(土 )中野区フラッグフットボー

ル 

５(火 ) ４年社会科見学※ 

８(金 ) 6 年社会科見学※ 

９(土 )学校公開  

１2(火 ) 5 年社会科見学※ 

２５(月 )冬季休業前朝会  

給食 (終 ) 

２６(火 )冬季休業日始  

 

 

１月 

８(月 )冬季休業日 (終 ) 

９ (火 )冬季休業明け朝会 ・席

書会  

      給食 (始 ) 

１0(水 )席書会  

１3(土 )学校公開日  

１3(土 )～31（水） 

校内書き初め展  

18(木 )3 年社会科見学※ 

19(金 )連合作品展  

～２３（火） 

３0(火 )新１年生保護者会  

 

 ２月 

15（木）クラブ発表  

22（木）クラブ発表  

２７(火 )保護者会 (５･６年 ) 

２８(水 )保護者会（３・４年） 

 

３月 

１(木 )保護者会 (１･２年 )  

２(金 )６年生を送る会 

９(金 )地区班別集会  

１2(月 )集団登校 (始 )   

２0(火 )給食 (終 ) 

22(木 )卒業式  

23(金 )修了式  

 

 ※は変更になる場合があります。 

平成２９年度  主な行事予定    4 月５日現在  

        中野区立江古田小学校  



 


