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田代を囲む山々が色とりどりに笑っています
田代小学校⾧ 井上 真彰

４月５日、今年も温かい陽ざしが子どもたちの進級や入学を祝福してくれました。新
一年生２１名を加え、全校児童１４５名で新年度の幕開けです。
子どもたちは期待に胸ふくらませて始業式の担任発表を聞き、新しい教室に入りまし

た。春休みを利用して新学期の準備を進めてくれた先生方のおかげで、どの教室もすっ
きりとしています。黒板には温かい歓迎のメッセージが書かれており、子どもたちと先
生方は生き生きと活動を始めました。どの学年も良いスタートが切れたようです。
入学式では、多くのご家族や来賓の皆さまにお祝いいただき、ありがとうございまし

た。新一年生の教室からはとても元気な声が聞こえてきます。少し緊張しながらも、笑
顔で友だちや先生方と接している姿を見て、改めて健やかな心身の成⾧を願わずにはい
られません。
愛川町は小中一貫教育を推進しており、中学校区を単位とした三校で取り組んでいま

す。愛川中学校区（田代小学校・半原小学校・愛川中学校）はめざす子ども像を『自立
・協働 たくましく生き抜く力を持つ子』としています。三校の児童と生徒、教
職員が交流を深め、お互いを念頭に置いた教育活動を行うことにより、小中学校間の滑
らかな接続の実現をめざして取り組んでいます。

［学校教育目標］ 『共に学び 共に育つ』［めざす学校像］ 『子どもたちと先生方が笑顔で毎日を過ごせる学校』
［めざす児童像］ 『いちょっこ』

い・・・命を大切にする子 ち・・・地域に学ぶ子
よ・・・よく考える子 つ・・・つよい体の子
こ・・・根気づよい子

学校教育目標、めざす学校像とめざす児童像の達成と実現に向けては、四つの柱、①
自らその先を学ぼうとする意欲の育成 ②児童支援・教育相談の充実 ③安全・安心な
教育環境の実現 ④家庭と地域、中学校や関係機関との連携をグランドデザインにある
ような視点で進めていきます。
これらの視点の実現には、学校と家庭、地域が共に連携し、協働していくことが大切

です。保護者の皆さま、地域の皆さま、愛川町の、そして田代の宝である子どもたちを
共に育てて参りましょう。ご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

＜お知らせ＞ 裏面もご覧ください。

◎自転車安全教室について
4月2４日(水)に自転車安全教室（2年 ８：５０～ 4年 ９：４０～）

が行われます。お子さまが参加されるそれぞれの安全教室に、

お時間がありましたら、保護者の皆さまの見学をお待ちして

おります。

◎夜間などの電話対応について（お願い）
学校における｢働き方改革｣に関する緊急対策の取り組みの一つとし

て、本年度も電話での対応は、午前８時から午後６時までとさせていた

だきます。欠席の連絡は、「欠席カード」（黄色)でお願いします。

４月の行事予定

日 曜 行 事 予 定 22 月 振替休業

５ 金 着任式 始業式 入学式 23 火 避難訓練 児童朝会

８ 月 下校指導 24 水 研究会のため下校14:05

10 水 給食開始 離退任式 漢字検定 自転車安全教室2･4年

ＰＴＡ全体委員会 尿検査 ＡＬＴ

回収 25 木 耳鼻科検診２・５年

11 木 身体計測4･5･6年 26 金 委員会活動

12 金 身体計測1･2･3年 人権の日 ※４／２７(土)～５／６(月)はお休みに

委員会活動 なります。

15 月 1年生を迎える会 聴力検

査3･5年 記名デー ５月の行事予定

16 火 聴力検査1･2年

17 水 視力検査5･6年 7 火 家庭訪問・1０日(金)まで

下校13:10

18 木 学力学習調査6年 町学力検 13 月 内科検診1･2･3年

査5年 視力検査3・４年 15 水 中学校区３校合同引き渡し訓練
心臓病検診１年

19 金 クラブ活動 １年給食開始 16 木 眼科検診

視力検査１・２年 20 月 内科検診4･5･6年

20 土 授業参観･懇談会 ５月の詳しい予定につきましては、５月号で

ＰＴＡ総会 下校14:20 お知らせします。



平成３１年度 田代小学校教職員などの紹介

◆今年度も養護の古江教諭が、教育相談コーディネーターを務めます。

お子さまや保護者の皆さまのお悩みなどの相談窓口として、遠慮なく

ご相談ください。

校 長 井上 真彰 学習活動サポーター 熊坂 洋子

教 頭 土肥 浩美 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞｻﾎﾟｰﾀｰ 熊坂 繁子

教 務(総括) 弥吉 直樹 〃 小倉 恵子

１の１ 松井 麻衣子 〃 伊従 高大

２の１(総括） 大塚 誠一 図書館指導員 林 一世

３の１ 来山 輝昌 調理作業員 岩間 佳代子

４の１ 矢後 恕菜 川崎 朱美

５の１ 南 由美 中武 貴子

６の１ 熊坂 源太 樋口 さつき

学習室１ 有吉 かよ子

学習室２ 常盤 育美

学習室３ 森 かおり

Ｔ・Ｔ 細矢 亮子

養 護 古江 ひろ子

事務主査 笠間 友美

栄養教諭(兼務) 田邉 祥子

育休中 原田 香織

校務作業員 鳥海 厚子

校務作業員 落安 久惠

新しく仲間入りしました。よろしくお願いします！！

大塚 誠一 細矢 亮子 田邉 祥子
（おおつかせいいち） （ほそやりょうこ） （たなべしょうこ）

半原小学校から来まし ４月から、算数の時 菅原小学校から来まし

た大塚誠一です。田代小 間に一緒に勉強するこ た、栄養教諭の田邉です。

学校に来ることができて とになりました細矢亮 みなさんと給食のこと、

とても嬉しいです。2年 子です。田代小の皆さ 栄養のことなどをお話し

生の担任ですが、田代小 んと学校生活を送るこ できる日を楽しみにして

のみんなと元気に仲良く とができることを、と います。よろしくお願い

過ごしていきたいと思い ても楽しみにしていま します。

ます。よろしくお願いし す。どうぞよろしくお

ます。 願いします。

熊坂 洋子
（くまさかようこ）

学習サポーターとして田代小に入

学しました。一生懸命に頑張ります。 運動会は

どうぞよろしくお願いします。 ６／１(土）です！

お願いします！！

＜農業用水路の危険防止について＞

かんがい期に入り、例年の通り農業用水路に水が入ります。学校

でも児童に話をして事故防止に努めますが、各ご家庭でも十分注意

をお願いします。

水路に水の流れる期間
５／１（水）～９月末日まで


