
＜目指す子ども像＞ 

・元気よく遊べる子ども    ・友だちを大切にする子ども 

・生活にけじめのある子ども  ・学年に応じた学力のある子ども 

・「なぜ」を問い続ける子ども  （太字は今年度も重点目標としました。） 

＜今年度の教育課程について＞ ～ご理解よろしくお願いいたします～ 
 学習指導要領が２０２０年度より新しくなり、昨年度と同様に今年度も移行期です。

このことに伴い、教育活動を次のようにします。 

＊ ３年生と４年生は、年間１５時間の外国語活動を行います。５・６年生は、外国語

活動の時間は、５０時間となります。総合の時間や余剰時間を使って行いますが、

４年生から６年生は、クラブ・委員会のない水曜日も、６時間授業とします。 

＊ 日課表を変更しました。（朝の時間を使ったモジュール授業を取り入れることに 
なりました。（詳しくは、日課表でご確認ください。） 

 

 
        

２０１９年（平成３１年）度                                    

  
 

進級・入学おめでとうございます 

 

今年は、子どもたちが学校に戻ってくるのを待つかのように、校

庭の桜が美しく満開の４月５日、２０１９年（平成３１年）度の始

業式・入学式を行いました。４４名の新１年生と１名の転入生を迎

え、全校児童３１６名、教職員の異動６名で新年度が始まりました。 

２年生から６年生のみなさん、進級おめでとうございます。自分の目標は決まり

ましたか。そして、１年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。少しずつ小

学校に慣れて、元気な俣野っ子になりましょう。 

私は、始業式で初めて校歌を聞いて、「～心もきりり、体もきりり～進んでやる気、

やる気ですすむ～」創立以来、大切にしている児童像を改めて意識しました。 

上原いづみ校長の後任として、４月１日付けで着任しました東
ひがし

 麻子
あ さ こ

です。児童

やご家庭、学校や地域のことを少しずつ学び、理解を深め、学校経営を進めていき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

そして、日々の生活を通して、子どもたちが安心して、健やかに成長することが

できる学校づくりに、教職員一同力を合わせて、取り組んでまいります。保護者、

地域のみなさまには、これまで同様、本校の教育活動へのご理解、ご協力・ご支援

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

俣野小学校の学校教育目標とめざす子ども像 

 

＜学校教育目標＞心豊かにたくましく生きる俣野っ子を育む  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９．４．８．  

俣野っ子だより 藤沢市立俣野小学校 

校長 東 麻子 

 



本年度の職員です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 学 年 １ 組 ２ 組 
学級

数 

児童

数 
協力 

校長     東 麻子 

教頭    山崎晋治 

養護教諭 宮木清子 

栄養士   野中麻由 

事務職員 菅野紗綺 

用務員   工藤由美子 

調理員   石原之恵 

       八木沼育子 

       寺尾直子 

       廣瀬惠子 

       佐藤綾子 

SC      望月康佑 

図書館専門員 

伊藤郁子 

 

 第１学年 田中千佳子 藤本一郎 ２ ４３ 
２年算数・音楽 

鈴木西緒 

２年国語・４年

算数  

児童支援担当 

監物雪鹿 

 

 第２学年 佐藤一樹 落合ひで子 ２ ６５  

 第３学年 落合由佳 鵜澤香奈 ２ ４５  

 第４学年 金井三和子 三木卓也 ２ ５３  

 第５学年 佐藤貴道 天野優子 ２ ５３  

 第６学年 田中順重 松﨑 聡 ２ ５０  

 またの学級 池田彩那 川畑真也 ２ ７ ５年・６年 家庭 

３年・４年・５年 

６年 書写 

鳥越百合子 

 

           合計 １４ ３１６  

 
１年国語（１時間）･３・４・５・６年音楽 尾澤ひろみ 

新入生サポート講師 三本志穂 
 

 ことばの教室 山部祐子  田宮裕美  鈴木愛  反町明日香  

※新入生サポート講師…毎日、１年生のクラスに１時間ずつ入り、児童の支援をします。 

※学校図書館専門員…専門的な知識を生かして、子どもたちの読書活動を推進・支援します。 

※ＳＣ（スクールカウンセラー）「心の専門家」の配置により学校における教育相談体制の充実を図ります。 

来校日は、毎週水曜日と隔週（第２・第４）火曜日です。相談がある場合は、担任を通して時間予約を 

お願いします。 

※児童支援担当教諭…１年生から６年生の「みんなの先生」として、児童の支援にあたります。 

保護者の皆様もお子さんのことで相談したいことがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。 

 
  

  

 

＜４月の行事予定＞ 
日 曜       主な行事 日 曜 主な行事 

５ 金 始業式  着任式  入学式 街頭指導～11

日） 

18 木 全国学力・学習状況調査６年 聴力１年 

６ 土 校庭開放日 
19 金 

１年給食開始 視力検査６年 火災避難

訓練 テストメール１ 

９ 火 計測５・６年 20 土 校庭開放日 

10 水 計測３・４年・またの学級 22 月 ことばの教室保護者会 視力検査４年 

  給食開始（2～6年）委員会活動 23 火 視力検査５年・またの級 ３・４年遠足 

PTA 常任委員会 

11 木 計測１・２年 対面式 尿検査容器配布 
24 水 

クラブ活動 視力検査３年 尿検査２次 

容器配布 

12 金 尿検査 １年懇談会、３・５年授業参観・

懇談会  ※保健調査票等最終提出日 
25 木 

家庭訪問① 午前授業 視力検査２年 

社体協運営協議会 尿検査２次 

15 月 聴力検査５年 26 金 午前授業（研究会のため） 視力検査１年 

16 火 2･4･6年･またの学級 授業参観懇談会 

心臓検診１年 聴力検査３年  27 土 

連休 ５月６日まで 

５月７日 家庭訪問② 午前授業 

17 水 聴力２年・またの級 

【保健目標】自分の体を知ろう 【給食目標】食事の準備をしっかりしましょう！ 

【お知らせ】 

＊本年度は、２年生･４年生の算数と２年生の国語の授業において、少人数指導を行います。基礎・

基本の定着と学力の向上を図ります。 

 

 

 

 



 
   

＜俣野小学校の約束＞  
 

１． 登校は、８時１０分以降とする。（始業は、８時３０分） 

 

 ２．下校時刻を守る。  （最終１５時３０分）  

 

３． 登下校時には、「校帽」をかぶり、防犯ブザーを身に付ける。 

 

 ４．休み時間には、できるだけ運動場で元気に遊ぶ。 

（雨の日は、室内遊びを工夫し静かに過ごす。） 

 

 ５．体育館では「体育館ばき」をはく。   

 

６．特別教室への移動は、並んで静かに行く。 

 

 ７．職員室や校長室・保健室などへ入る時は、「あいさつ」をして許可を 

もらってから入る。 

 

８．保健室へ行く用事ができた時は、担任の先生に断ってから 

行く。 

 

９．学校へ遊びに来た時は、運動場へ自転車を乗り入れてはいけない。 

（ランチ・ルーム前に並べて止める。入口付近には、止めてはいけない） 

 

１０．放課後や休みの日は、勝手に校舎に入れない。 

（土・日は、学校に物を取りにこない） 

 

 

 

 

 

約束守って 

楽しい学校 



 

２ ０ １ ８年度俣野小学校日課表 

 

 月・火・金 水 木 

朝 
１～６年朝自習（火は朝会） 

♪８：３０～８：４５ 

１，２年モジュール授業 

３～６年朝読書 

♪８：３０～８：５０ 

１ 校時 ♪８：４５～９：３０ ♪８：５０～９：３５ 

２ 校時 ９：３５～１０：２０ ９：４０～１０：２５ 

２ ０分休み 
（木は１ ５分） 

♪１０：２０～１０：４０ ♪１０：２５～１０：４０ 

３校時 ♪１０：４０～１１：２５ 

４校時 １１：３０～１２：１５ 

給食 ♪１２：１５～１３：００ 

そうじ 

昼休み 

♪１３：００～ 

１３：３５ 

♪１３：００～ 

１３：３０ 
♪１３：００～１３：３５ 

５校時 
♪１３：３５～ 

１４：２０ 

♪１３：３０～ 

１４：１５ 
♪１３：３５～１４：２０ 

６校時 

月～金３年生以上は普通授業 

（水はクラブ・委員会活動） 

♪１４：２５～１５：１０ 

火・木 

１，２年生モジュール授業 

１４：２０～１４：３５ 

最終下校 ♪１５：３０ 


