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１５２名の子どもたちと

３３名のスタッフで

スタートしました
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＜学校教育目標＞

よりよく生きる ～ 夢 笑顔 学ぶ瞳 ～

＜こんな子どもに＞

たくましい子 やさしい子 かしこい子

“桜が咲いている入学式”秋田では観

測史上最も早い開花という珍しい出来事。

新入生をお祝いするかのように、桜の花が

咲く暖かな日差しの中、２３名の１年生を

迎えることができました。次の日からの登

校班では、上級生が優しくお世話する姿が

見られます。

全校児童１５２名、校舎に明るく元気な

声が響き渡り、笑顔あふれる令和３年度が

スタートしました。

本校の教育目標と目指す姿についてお

伝えします。

教育目標

よりよく生きる ～夢 笑顔 学ぶ瞳～

【未来を生き抜く子ども】を育てます

○健康で安全に生活し、目標に向かっ

て努力できる「たくましい子ども」

○思いやりの心をもち、明るいあいさ

つや声かけができる「やさしい子ども」

○よく聞き、よく考え、自ら学び続ける
「かしこい子ども」

【進化し続ける学校】をめざします

○夢と希望がもてる学校

○自立と共生の場がある学校

○地域とつながっている学校

【進化し続ける教師】をめざします

○子どもを大切にする教師

○成長し続けようとする教師

○健康で笑顔の明るい教師

子どもたちが未来に向かってよりよく生

きる力を、学校と家庭、地域が手を携えて、

育てていきたいと考えています。どうぞ一

年間、よろしくお願いいたします。

１年生 ２３名（男 １０・女 １３）

２年生 ２４名（ １０・ １４）

３年生 ２４名（ １２・ １２）

４年生 ３２名（ １３・ １９）

５年生 ２２名（ １３・ ９）

６年生 ２７名（ １４・ １３）

校 長 ○○ ○○（大豊小学校から）

教 頭 ○○ ○○（２年目）

主 査 ○○ ○○（３年目）

養護教諭 ○○ ○○（産休中）

〃（臨時） ○○ ○○（新採用）

教務主任 ○○ ○○（３年目）

１年Ａ組担任 ○○ ○○（２年目）

２年Ａ組担任 ○○ ○○（４年目）

あかしあ組担任 ○○ ○○（２年目）

３年Ａ組担任 ○○ ○○（新採用）

すずかけ組担任 ○○ ○○（追分小学校から）

４年Ａ組担任 ○○ ○○（３年目）

（研究主任）

５年Ａ組担任 ○○ ○○（出戸小学校から）

６年Ａ組担任 ○○ ○○（５年目）

（生徒指導主事）

非常勤講師 ○○ ○○（初任研に係る講師）

学校サポーター ○○ ○○（大豊小と兼務）

子どもと親の相談員 ○○ ○○（12 年目）

外国語活動指導教員 ○○ ○○（大豊小ほかと兼務)

外国語活動支援員 ○○ ○○（天王小ほかと兼務）

ICT支援員 ○○ ○○（大豊小ほかと兼務)

事務補助 ○○ ○○（２年目）

校 務 員 ○○ ○○（２年目）

特別支援教育支援員 ○○ ○○（５年目）

特別支援教育支援員 ○○ ○○（５年目）

特別支援教育支援員 ○○ ○○（７年目）

特別支援教育支援員 ○○ ○○（２年目）

スクールガードリーダー ○○ ○○（大豊小と兼務）

スクールガード サブリーダー ○○ ○○（大豊小と兼務）

主任調理員 ○○ ○○（追分小学校から）

調 理 員 ○○ ○○（５年目）

調 理 員 ○○ ○○（羽城中学校から）

調 理 員 ○○ ○○（新採用）

地域コーディネーター ○○ ○○（６年目）



４月の予定 （１２日以降の予定）

＜学習・生活・健康・給食のめあて＞ ○正しい姿勢で学習しよう ○大きな声でしっかりと返事をしよう

○仲良く安全な集団登校をしよう 〇元気にあいさつをしよう ○健康診断を受け自分の体を知ろう

〇正しい食事の仕方を覚えよう

◆の印は職員による「地域訪問」の予定日

月 火 水 木 金

12 １年４校時限 13 全校５校時限 14 15 全校５校時限 16

１年給食開始 視力検査 （２・５・６年） 視力検査（１・３・４年） ＰＴＡ授業参観日 交通安全教室

聴力検査（１～３・ 5 年） スクールガード対面式 総会・学級懇談

町内児童会、集団下校

◆地域訪問① ◆地域訪問②

19 20 21 22 全校５校時限 23

歯科検診（１・２年） 耳鼻科検診（１・３・５年） 職員会議 歯科検診（３年）

◆地域訪問③ ◆地域訪問④

26 27 28 29 30

ふれあい委員会 尿検査① 眼科検診 昭和の日 1年生を迎える会

学校納付金振替日 縦割り班顔合わせ

歯科検診５年

新任式・始業式では、６年

○○○○さん、入学式では６

年○○○○さん、○○○○さ

んが、児童を代表して歓迎の

言葉を述べました。飯田川小

学校の楽しいこととして、「運動会」「勉強」「休み時間」

「なわとび集会」「花いっぱい運動」「学校農園活動」「は

げみ学習」をあげていました。“学習”を楽しいと感じ

ていることをとてもうれしく思いました。この気持ちに

応えられるよう、職員一同努力して参ります。

＜令和３年度の主な行事予定＞

５／１５（土） 春の大運動会

５／１７（月） 振替休業日

５／２７（木） 全国学力・学習状況調査(6年)

６／２４（木）・２５（金） ６年修学旅行

７／６（火）・７（水） ５年宿泊学習

（白神体験センター）

７／１３（火） ＰＴＡ授業参観

７／２２（木）～８／２３（月） 夏季休業

９／１５（水） 市小学校スポーツ交流会（６年）

９／２８（火） 校内持久走大会

１０／８（金） 前期終業式

１０／１１（月）～１２（火） 秋季休業

１０／１３（水） 後期始業式

１０／３０（土） 学習発表会

１２／１（水） 県学習状況調査（４～６年）

１２／８（水） ＰＴＡ授業参観

１２／２５（土） 開校記念日（創立146年）

１２／２６（日）～１／１３（木） 冬季休業

２／ ２（水） 全校なわとび集会

２／１５（火） ＰＴＡ授業参観

３／１５（火） 卒業証書授与式

３／１８（金） 修了式

※状況に応じて、学校行事は変更するこ

とがあります。ご了承ください。

お知らせ ５／１５(土)の運動会について

子どもたちが楽しみにしている運動会を、感染症

予防対策に配慮しながら行う予定です。種目を精選

し、午前中のみの開催とし、競技終了後は、給食無

しで下校となります。また、地区ごとのテントの設

置も行いません。後日、学校からのお便りでもお知

らせしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。


