
              
 
 
 
 
  

一人で悩まず、頑張りすぎず ～身近な相談を活用してみませんか～ 

新しい学年、進学を前にお子様について悩みを解消し、今、抱えている悩みを少しでも減らせるよう

に、今月号では、本校や志木市の相談の場や、今後、本校で検討している相談の場についてご紹介いた

します。一人で悩みを抱えず、頑張りすぎず、身近なサポーターを頼りながら、明日へのエネルギーを

チャージしてみませんか。 

現在実施されている相談の場 ※相談時間はいずれも 1時間でお願いします 

 実施日 時間・連絡先 相談内容について 

教育相談日 2/19（火） 

3/12（火） 

要相談 

学校 

 

お子様についての悩みを担任、その他の教員、養護

教諭、管理職が伺います。内容により他機関にもつ

なげ、より専門的に支援ができるようにいたします。 

スクールカ

ウンセラー 

との面談 

火曜 

 

要相談 

学校または 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

宗岡第二中学校に勤務しているスクールカウンセラ

ーさんが毎週 1 回本校に来ています。相談の専門家

として、お話を聞いていただけます。 

ソーシャル

ワーカーと

の相談 

火曜 

 

要相談 

学校または 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

週 1 回、サポートセンターから本校に来ています。

お子様のことだけでなく、夫婦や家族のことなどに

ついても相談にのっていただけます。 

サポート 

センター 

要予約 要予約 

471-1177 

 

子供の発達の問題、性格、学力、行動等について専

門的な視点から相談にのってくれる場です。必要に

応じてお子様をより理解できる方法も紹介していた

だけます。 

今後実施する予定の相談の場 

CS 相談 

（実施検討） 

 

身近に相談する人がいないため子育てや地域のこと等についてどうしたらいい

のかわからない方についてパパママの先輩、地域の先輩がお話しを伺い支援し

ていきます。CS 事務局員（学校運営協議会事務局）に相談日、時間を直接予

約する方法を検討しています。 

○初 趣味の会 

（実施検討） 

講師の趣味を講座とし、楽しく体験し、その後に茶話会をという流れを考えて

います。時間は講座、茶話会を含め 2 時間とし、「ゆる～く、なが～く、たの

し～い」保護者同士のつながりを作っていきます。 

 

   
学校教育目標   

○よく考える子ども 

○思いやりのある子ども 

○たくましい子ども 

 
平成３０年度  
志木市立宗岡第三小学校 
児童数３２９名 (2 月 1 日現在） 
住所 志木市下宗岡 1-15-30 
電話０４８－４７１－２２４４ 
ホームページ http://www. mune3syo.ed.jp 
 

２月号 

支え合い 



 
                                                                                                                                 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

＜２月学校行事等予定＞  如月（きさらぎ） Ｆebruary 

２・３月の生活目標  

１年間のまとめをしっかりやりましょう 

日 曜日 行  事  予  定 

１ 金 アスリートタイム  

太陽展１日目(いろは遊学館) 

平成３１年度入学児童保護者説明会 14:50 

2 土 太陽展２日目(いろは遊学館) 子ども議会 

3 日  

4 月 登校指導  ＰＴＡ街頭指導 

体育館点検（PM） 

5 火 保育園幼稚園との交流会１年生 10:00 

6 水 児童朝会 給食集金日  

7 木 クラブ活動・見学３年生 15:55 頃下校 

宗岡二中校区コミュニティスクール理事会

13:50 

8 金 アスリートタイム  

交歓バスケットボール大会 6 年（宗岡小） 

人形劇 1，2 年（3，4ｈ）劇団あかおに 

9 土  

10 日 祝日 建国記念の日 

11 月 振替休日 

12 火 登校指導 

1～3 年のみ水曜授業に変更 

13 水 音楽朝会 

1～3 年のみ火曜授業に変更 

  特別時間割 5 時間 14:30 下校 

4～6 年は平常授業 6 時間 

道徳授業研究協議会（５年２組） 

14 木 クラブ活動・見学３年生 15:55 頃下校 

学校運営協議会 16:00 

15 金 アスリートタイム 

16 土 市民なわとび大会 9:00(志木市民体育館) 

17 日  

18 月 登校指導 

19 火 教育相談日 

20 水 児童朝会 

なかよし給食 

21 木 特別日課 5 時間 14:15 頃下校 

第 2 回学校保健委員会 15:00 

22 金 アスリートタイム 

授業参観懇談会４年生 

避難訓練 

23 土  

24 日  

25 月 登校指導 通学班会議・一斉下校 

26 火 授業参観・懇談会１・２年生 

27 水 全校朝会 

授業参観・懇談会３年生 

28 木 社会科見学５年（羽田方面） 

委員会活動 

3/1 金 アスリートタイム 

授業参観懇談会５・６年生 

卒業前発育測定６年生 

 

３月の主な行事 
 

３月１日（金）アスリートタイム 

授業参観懇談会５・６年生 

卒業前発育測定６年生 

  ４日（月）委員会活動 

  ６日（水）６年生を送る会 10:30 

          給食集金日 

  ７日（木）クラブ活動 

※体育施設開放委員会 17:30 

  ８日（金）開校記念日 

体育館ワックスがけ 

アスリートタイム 

PTA 常任委員会 

※体育館開放２４日まで停止 

１２日（火）教育相談日 

１３日（水）卒業式予行  

 １４日（木）学校運営協議会 16:00 

２０日（水）特別日課５時間 

14:15 頃下校 給食最終日 

 ２２日（金）第４２回卒業証書授与式 

 ２５日（月）短縮日課４時間 

12:15 頃下校 

 ２６日（火）修了式 12:15 頃下校 

☆お知らせ☆ 
 
 平成３１年度新入学児童保護者説明会 
  

 
１ 日時 平成３１年２月１日（金） 
２ 受付 １４：５０～１５：００ 
３ 開会 １５：００～１６：００ 
４ 会場 志木市立宗岡第三小学校 ２階音楽室 
５ 持参するもの  

筆記用具・上履き・指導要録記入資料 
６ 保護者説明会次第 

（１）志木市教育委員会より 
（２）放課後志木っ子タイムについて 
（３）入学に向けて 
（４）入学前の諸準備 
（５）保護者の皆様へのお願い 
（６）入学前の健康管理について 
（７）安全教育と通学班について 
（８）PTA 活動について 
（９）入学式日程について 
 
※説明会当日は、教材等の販売を行います。 
※就学時健康診断で配付した提出物等をご持
参ください。 

   

   授業参観・懇談会の予定  
 
２月２２日（金） ４年  授業参観・懇談会（１４：００～） 

 
２月２６日（火） １・２年授業参観・懇談会（１４：００～）  
     
２月２７日（水） ３年  授業参観・懇談会（１４：００～） 
 
３月 １日（金） ５・６年授業参観・懇談会（１４：００～） 
 

本校の学校運営協議委員の鈴木憲三先生が 1 月 17 日に

御逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げま

す。  


