２０１９年（平成３１年）４月９日
４月号 藤沢市立高砂小学校
校 長 石 田 忠 行

４月１日付で、校長として着任しました「石田忠行(いしだただゆき)」です。
保護者のみなさま、地域のみなさま、４月１日付
で大鋸小学校校長より高砂小学校校長として着任し
ました、石田忠行です。子どもたちの明るい声、職
員の笑顔、そして満開の桜に迎えられ、私も新たな
気持ちで新年度を迎えました。
そしてこの日、平成に代わる新しい元号が「令和」
に決まりました。「厳しい寒さの後に見事に咲き誇る
梅の花のように、一人ひとりが、明日への希望とと
もに、それぞれの花を大きく咲かせることができる
ように。」との願いがこめられているとのこと。
子どもたち一人ひとりの力を豊かに育み、安心して楽しく学校で活動ができるよう、教
職員一同、『チーム高砂』として力を合わせて取り組んでまいります。
保護者の皆様、地域の皆様、今年度も本校へのご理解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。
暖かな春の季節、校庭を囲む満開の桜の花に迎えら
れ、着任式・始業式・入学式が行われました。
９９名の新入生が入学し、全校児童５２０名でのス
タートとなりました。
着任式では、式が始まる前から子どもたちと楽しい会話ができ
て、私の着任挨拶の時には、「校長先生の名前は？」の問いに、
５年生の子どもたちから「石田忠行こうちょう～せんせい～」と
紹介してもらいました。とても子どもたちの優しさを感じました。
始業式では、子どもたちに「豊かな心」を育ててもらいたいと
話しました。様々な情報がいとも簡単に手
に入る世の中ですが、一番大切なことは、受け止めた自分自身が
自らの成長に向けて、どんなことを考え、どのように吸収してい
くかだと考えます。子どもたちはとても感性が豊かです。美しい
ものをみたり、そよぐ風やかすかな音を感じ、仲間とともに喜ぶ
ことができる子どもたちに育っていってほしいと思います。
入学式では、パイプイスが高くて足がゆらゆらしていましたが、新入生の皆さ
んはとても頑張っていました。教室でも楽しく担任の先生のお話を聞くことがで
きました。

クラス発表

４月５日(金) ぼくは？ 私は？ ○○ちゃんは？

何組だ？

大吉？ まるで、お正月のおみくじを読んでいるように、一
生懸命に自分の名前を探し、そして友だちの名前を一人一人探
して、どんなクラスになるんだろうと思っているのでしょうか？
新しい出会いを大切に！素晴らしいクラスを友だちと一緒につ
くっていってくださいね。

学校教育目標を学校名の「たかすな」に合わせて、次のように言っています。今年度よ
り、内容は継承しつつ表現を精選し、わかりやすくしました。
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他を思いやる子
体をきたえ、安全に過ごせる子
進んで学び、深く考える子
仲良く、最後までがんばる子

さらに、育成する子どもの目標を『豊かな心』～輝ける子ども～ としました。
いつも笑顔で、たくさん遊んで、しっかり勉強して 豊かな心を自ら育てて行ってほし
いと考えています。
ＴＴ(ティームティーチング)
・担任とともに個に応じたきめ細やかな指導の充実を図ります。

新入生サポート講師
・１年生に毎日１学級につき１時間の割合で、授業を支援する先生が入ります。

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したり、支援したりします。

スクールカウンセラー
・「心の専門家」であるＳＣの勤務日は、毎週金曜日となります。

今年度も引き続き、児童支援の専任教諭を配置してい
ます。児童支援担当教諭の主な役割は次の通りです。
○悩みを抱え困っている子どもたちへの支援について、担任と一緒に考えたり行動したりします。
○必要に応じて、担任とともに家庭訪問を行います。
○スクールカウンセラーと連携して、保護者の方の相談に応じます。
○各学年の支援担当が集まる会議を通して、支援が必要な子どもたちへの支援方針をコーディネー
トします。
○クラスづくりや授業づくりをサポートします。
保護者の皆様のご理解をお願いするとともに、相談窓口としてＳＣともどもご活用いただければ
幸いです。

2019年（平成31年）度 ４月の行事予定
2019.4.8現在
日 曜
行事等
5 金 始業式 着任式 入学式
6 土
7 日
8 月 離任式
9 火 計測6年 視力4年
給食開始 計測5年 視力6年 委員会活動①
10 水
保健調査票回収 PTA会員カード〆切
11 木 朝会（対面式） 計測4年 児童カード・防災カード配付
12 金 １年懇談会 計測3年
SC
13 土
14 日
15 月 尿検査容器配布 計測2年 児童カード・防災カード回収
16 火 尿検査提出 3年遠足 高浜中学校授業参観懇談会
17 水 計測1年 クラブ活動① 3年リコーダー講習会
聴力視力5年 全国学力・学習状況調査
18 木
3・4・5年授業参観懇談会
聴力視力3年 2・6年授業参観懇談会
19 金
1年給食開始 4年遠足（予5/21）
SC
20 土
21 日
22 月 聴力視力2年 火災避難訓練
23 火 聴力1年 ６年郷土資料講座 代表委員会
24 水 視力再検査6年 2年遠足 ＊PTA委員総会・委員会（職員紹介14:50)
25 木 心臓検診1年
26 金 視力再検査5年 ※先生方が研修会のため4時間授業
SC
27 土
28 日
29 月 昭和の日
30 火
※SC：スクールカウンセラー勤務日
※予定ですので変更する場合もあります。
＜５月のおもな予定＞
日 曜
行事等
7 火 家庭訪問① ※以後、9日・13日・14日・16日・17日(予備日)
8 水 委員会活動② 航空写真
9 木 PTA会費集金
15 水 体育大会A
23 木 １年遠足
24 金 PTA総会
27 月 学校評議員会
30 木 5年八ヶ岳野外体験教室（～5/31）

高砂小の校庭を
第 1第 3第 5土 曜 日 の
午前中「遊びのひろば」として子どもたちに
開放しています。安全上の配慮から、遊びに
来る時には必ず大人の人が一緒に来てくださ
いますようお願いします。

4月12日(金)：1年生(懇談会のみ)
4月18日(木)：3・4・5年生
4月19日(金)：2・6年生
新しい学年となった学級の様子を、ぜひ見
にいらしてください。懇談会では、担任から
の話やこの１年間の予定等をお伝えします。
多くの保護者の方々がお顔をあわせること
ができますよう、ぜひ、ご出席をお願いいた
します。（開始時刻はすべて13:45～）
※小さいお子様をお連れの際は、保護者のそ
ばで静かに待たせるようにしてください。け
が防止のため、運動場等で遊ばせることはで
きません。
※写真・ビデオの撮影はご遠慮ください。
※子どもたちが授業に集中できますようご理
解とご協力のほど、よろしくお願いします。

２～６年生の保護者の方には、行っていた
だく作業は特にありません。新しい学年へは、
４月１日に自動的に更新されています。
１年生の保護者の方は、登録はお済みでしょ
うか？まだの方は登録をお願いします。
◆学校からの緊急時等の連絡は、連絡メール
で配信します。
◆毎月「テストメール」を配信します。メー
ルがきちんと届いているかの確認をします。
◆アドレス変更をした場合は、保護者自身で
登録変更をお願いします。（ご不明な場合は
教頭あてお問い合わせください。）
※６月頃より連絡メールの新システムを導入
します。新たな登録をお願いすると共に、移
行期間では現システムも活用します。

高砂小学校はホームページ・学校便り・学
級通信・保健便り・給食便り等で保護者の皆
様・地域の皆様に情報を発信して来ました。
ホームページ・学校便り・学級通信・保健便
り・給食便り等で学校の様子をお知らせする
場合、つぎのことを遵守の上お伝えします。
写真のサイズ等につきましては、ホームペー
ジでご確認ください。
なお、学級通信・ホームページ・学校便り
等にお子様の写真・作文等の掲載を同意され
ない方は、4月12日（金）までに担任までご
連絡ください。

5月7日(火)、9日(木)、13日(月)、14日
(火)、16日(木)の５日間、家庭訪問を
実施します。詳細は別途お知らせいた
しますが、通学路や家の所在を確認し、
保護者の方の願いや情報等をお聞きす
るとともに、地域の様子を知る等を目
的としています。限られた時間とはな
りますが、実施についてのご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

○作成内容について
・「藤沢市立学校における教育情報機器の利用に関するガイドライン」（藤沢市教育委
員会、2008年4月1日策定）に従い、これを遵守していきます。
・この校内規定は、高砂小学校の教育活動をより効果的に行うため、ホームページ・
学校便り等利用上の情報発信の在り方を示すと共に、児童及び教職員並びに保護者の
人権を尊重し、安全かつ有効な情報発信に努めるために定められたもので、上記ガイ
ドラインの簡略版です。情報発信に当たっては、つぎの項目に上げる指導上知り得た
秘密の厳守・プライバシーの保護に関して十分配慮します。
※公開しないもの
・公的帳簿及びその写し等の公開されないもの（成績・健康診断等）
・プライバシーの侵害となる恐れのあるもの
（住所・電話番号・生年月日・実名・個人が特定される写真等）
・校舎案内図（不審者対策）
※状況によって公開するもの
・児童写真（個人名が特定できないもの）
・児童作品（絵画・工作・作文等）
・学校生活の様子・各行事・委員会、クラブ活動等の写真
※公開に当たって、保護者の承認を必要とするもの
・個人名が特定される写真
○発信内容の訂正及び削除
・本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しを受けた場合、速やかに発信内
容を変更します。
・教育委員会やその他の組織団体か、または個人から、学校からの発信内容に指摘を
受けた場合、速やかに適切な処置を執ります。
○管理責任者、著作権
・管理責任者は校長とし、管理責任者は教職員に対して指導及び監督を行います。
・ホームページの各ページの著作権は、全て高砂小学校が有するものとします。
＜写真・動画の取扱いについて＞
運動会等の学校行事を撮影した他の児童の写真や動画を、無断でインターネットに
載せないでください。
近年、食物アレルギーの児童が増えていま
す。学校給食でも医師・保護者・学校長・教
頭・担任・栄養士・養護教諭等が、年度当初に事故が起きないように十分な配慮と注意を
行っています。アレルギーの対象となる食物は、一人一人異なっています。
学校では遠足等の校外行事で、数年前までは自由におやつ交換をしていましたが、子ど
もたちが良かれと思ってあげたおやつで事故が起きては大変です。そこで、おやつの交換
は禁止とさせていただきます。お土産等につきましても同様でお願いします。
体調不良やご家庭の都合で、児童が早退する場合があります。児童を
事故や事件から防ぐためにも、必ず保護者の方か代理の方がお迎えに来
てください。高学年だから大丈夫と言うことはありません。必ず連絡が
とれる電話番号を、学校までお知らせください。また、連絡先が変更になった場合も、速
やかにお知らせください。

