
              
 
 
 
 
  

 

 

 

 

保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。 

校長の福沢 仁恵（ふくざわ ひとえ）と申します。本校で２年目の春を迎えることが 

できたことを心から嬉しく思っております。 

今年度は、１年生４３名の新入生を迎え、全校児童数３２８名、１３学級でスタートい 

たしました。 

全ての子供達にとって、通いがいのある学校、保護者・地域にとって通わせがいのある 

学校、教職員にとって働きがいのある学校を目指して、教職員と共に全力で教育活動に邁 

進する決意でおります。 

本年度の重点目標は、 

 

「みんながつくるみんなの学校」 
～１０年後の社会で活躍できる児童の育成～ 

・児童が自分の学校を自分でつくる。 

・保護者が自分の子供が通う学校をつくる。 

・地域が地域の宝である子供が通う学校をつくる。 

・教職員が自分の働く学校を自分がつくる。 

 

このような思いを本校に関わる全ての人が持てるよう、頭と心をフル回転させ、ワクワ 

クするような取り組み考え、実践してまいる所存です。 

  最後になりましたが、保護者並びに地域の皆様におかれましては、本校の教育活動につ 

きまして昨年度は様々な面で、温かいご支援、ご協力を賜りましたことに心より感謝申し 

上げます。本年度も引き続き、よろしくお願い申し上げます。  

 

   
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 
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４月号 

「みんながつくるみんなの宗三小」 
校長 福沢 仁恵                  

 ここにいるのは全メンバ

ーではありません。今年度は

学校だよりを通して教職員

を紹介していきます。 

今年はこんなメンバーでがんばります 



 
 

卯月 ＜４月学校行事等予定＞ April  
１学期のあいさつ目標 「元気にあいさつをしましょう」 

４・５月の生活目標 「きまりを守って生活しましょう」 
重点 ①名札をつけましょう。 ②ていねいな言葉づかいをしましょう。 

 
日 曜日 行事予定 

１ 月 春季休業日 
２ 火  

３
～
７ 

 

 ６年準備登校 
 ＊新６年生が入学式や新学期の準備に 

大活躍でした。ありがとうございました。！！ 

8 月 
1 学期始業式 １年生臨時休業日 

短縮日課４時間 12:３０頃下校 

９ 火 
入学式 短縮日課 １年生 12:15 頃 ２年生 10:15 頃 

３〜５年生 9:05 頃 ６年生 11:20 頃下校 

10 水 
短縮日課４時間 地区別・一斉下校（１年生はなし） 

12:15 頃下校 1 年生 11:30 頃下校 発育測定 456 年生 

11 木 
登校指導 特別日課５時間 給食開始 14:25 頃下校 

県学力学習状況調査４～６年 発育測定 123 年わかば 

12 金 アスリートタイム 聴力検査 1235 年 

13 土   

14 日  

15 月 登校指導 視力検査 

16 火 視力検査 授業参観・懇談会３・４年生 14:00～ 

17 水 
音楽朝会 授業参観・懇談会５・６年生 14:00～ 

視力再検査 尿検査配布 

18 木 
全国学力・学習状況調査（６年） 委員会活動 

視力・聴力再検査 尿検査提出 

19 金 
特別日課６時間 １年給食開始 視力再検査  

アスリートタイム 離任式（６校時） 

20 土   

21 日   

22 月 登校指導 耳鼻科検診 

23 火 
１年生を迎える会 教育相談日 

授業参観・懇談会１・２年 14:00～ 給食説明会 

24 水 
環境学習(種植え) 交通安全教室１年 眼科検診 

授業参観・懇談会 わかば 14:00～ 

25 木 クラブ活動 歯科検診 給食集金日 

26 金 アスリートタイム 宿泊学習説明会 

27 土  

28 日  

29 月 昭和の日 

30 火 休日 
  

＜５月主な学校行事等予定＞ 
 ７日（火）～１４日（火）（８日を除く） 
       家庭訪問（表札訪問） 

８日（水） 全校朝会 PTA 総会 
９日（木） 心臓検診１年生 給食集金日 

１５日（水） 音楽朝会 

１６日（木） クラブ活動 
１７日（金） アスリートタイム 内科検診１２３年生 
１８日（土） 逆上がり教室 

２０日（月） 内科検診４５６年生 宿泊前健診５年生 
２２日（水）～２４日（金） ５年宿泊学習 
２３日（木） クラブ活動 

２４日（金） アスリートタイム 
２６日（日） FFC 総会 
２８日（火） 教育相談日 

２９日（水） 全校朝会 
３０日（木） 委員会活動 

 

 

 

＜平成３１年度当初人事異動＞ 
退職・転出教職員  ＊大変お世話になりました。 

（敬称略） 

○教頭   富沢 育就  （志木中学校へ） 

○教諭   三好  麗  （宗岡第二中学校へ） 

○教諭   神田 友佳  （志木第四小学校へ） 

○養護教諭 椚瀬 奈津子 （桶川市立桶川東中学校へ） 

○教諭   安達 典子  （宗岡第四小学校へ） 

○教諭   槇  恭兵  （宗岡第四小学校へ） 

〇ステップアップ教員 

      菊池  友  （志木第四小学校へ） 

 

転入・新採用教職員 ＊よろしくお願いします。 

（敬称略） 

〇教  頭 金子 孝輔 （上尾市立上尾小学校より） 

○教  諭 河原 一歩 （新採用） 

○教  諭 渡部  楓 （朝霞市立朝霞第八小学校より） 

〇教  諭 堺   恵 （宗岡第二小学校より） 

○養護教諭 石原 さやか（宗岡第二中学校より） 

○教  諭 嶋田  彩 （志木第二小学校より） 

〇教  諭 遠藤 靖子 （志木第二小学校より） 

〇教  諭 森田 優子 （宗岡第二小学校より） 

○教  諭 寺田 美奈子（宗岡第二小学校より） 

 

 

＜平成３１年度 教職員組織＞ 
◇校長 福沢 仁恵   ◇教頭 金子 孝輔 

◇教務主任  渡辺 純一 

【担任外】 

◇低学年副担任 堺  恵 

◇低学年副担任 寺田 美奈子 

◇中学年副担任 仲島 美季 

◇高学年副担任 松永 志保 

◇養護教諭   石原 さやか 

【学級】 

１年 １組 佐藤 久美    ２組 森田 優子 

２年 １組 門田 生世    ２組 関口 恵介 

３年 １組 川田 絢華  ２組 田尻  令 

４年 １組 嶋田  彩  ２組 川﨑 詩織 

５年 １組 河原 一歩   ２組 渡部  楓 

６年 １組 松本 早紀   ２組 中妻 啓郎 

わかば学級 遠藤 靖子 

◇事務主事         池田 樹史 

◇市事務        門口 千春 

◇栄養士        井上 真愛     

◇用務員    岩井 正博  

◇図書相談員    矢野 一美 

◇スマート教員 加藤 千尋 

◇サポートセンター支援員 阿部 礼子・柴崎 朋美 

◇生きる力推進講師    三田 弘江・加藤 いずみ 

 

【その他の学校関係者】 

◇ＡＬＴ ジャバ・カメダ 

◇交通指導員 

市ノ瀬 朝子・醍醐 奈保子・三田 弘江・渡辺 光雄 

佐藤 成男 

◇巡回パトロール員 

午前 佐々木 輝子・寛 義一 

午後 吞口 眞一・石川 江美・渡辺 正男 

◇給食調理員 

  盛 邦子・済間真理子・佐野 直美・吉田 香奈子・ 

中溝めぐみ 

連絡とお願い  
学校配付物 ⇒「家庭数」の配付物については高学年の児童から配付いたします。 
 
来校の際は  ⇒授業参観・懇談会等で来校する際は、自動車は、ご遠慮ください。ご理解・ご協力をお願いします。 

教育相談については、

事前にお電話等で申込

みをしてください。 


