
南古谷小学校 

 

学校だより 

令和３年  

   ４月８日 

 

  な の は な   ４ 月 号 

         「南古谷小学校５つのじまん」 

    （あいさつ、ことば、なかよし、読書、歌声） 

学校教育目標  

 

かしこく 

ゆたかに 

たくましく 

◎「めざす学校像」 

 

 

校長 馬場 雅史 

令和３年４月１日、南古谷小学校に校長として着任いたしました馬場雅史です。森田

惠校長の後を受け、精一杯努める覚悟でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

現在、新型コロナウイルスの感染拡大が改めて心配される状態の中で、感染拡大防止

のために部分的に制限を加えながら教育活動を展開していかなければならない状況にあ

ります。そのような中ですが、南古谷小学校では、昨年度の経験を生かしつつ、子供た

ちの教育活動が豊かになり、子供たち一人一人のもつ可能性を伸ばしていけるよう、教

職員一丸となって取り組んでまいります。 

さて、４月６日に６年生が新学年の準備を行いました。最高学年としての意識を持ち、

真剣に取り組む姿に頼もしさを感じました。今年度は、１５６名の１年生を迎え、３４

クラス・１０７０名でスタートしました。学校教育目標「かしこく」「ゆたかに」「た

くましく」を実現するため、以下のような学校づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度も、「チーム南古谷で、子供も教職員も学び合う学校」を目指していきます。 

学校教育においては、子供たちが様々な変化に積極的に向き合い他者と協働して課題

を解決していくことや、情報を見極め、理解し、再構築することにより新たな価値につ

なげていくことが求められています。そのような子供たちの資質・能力を伸ばしていく

ためには、「学び合う」場を充実させることが必要になります。その基盤となるのは、

人権を尊重した温かい人間関係であり、自己有用感や自尊感情を感じられる環境であり

ます。自分も他の人も大切にし、お互いのことを尊重できるような教育活動を推進して

いきます。 

 本校のよさ（強み）である大規模校であることを生かし、子供同士も教職員も互いに

学び合い、チームとしての力を高めていきます。今年度も保護者・地域の皆様のご理解、

ご協力をお願いいたします。

学び合う学校に 

【学校教育目標】（めざす子供像） 

 かしこく （知） 学習規律を身に付け、自ら進んで学習に取り組む子  

 ゆたかに （徳） 自他を尊重し、あいさつと優しい言葉遣いができる子 

 たくましく（体） こつこつと心と体を鍛える子 

【めざす学校像】「地域と共に生きる信頼される学校」 

 〇子供一人一人が生き生きと輝く学校 

 〇組織が機能的に働き、職員の力が結集している学校 

 〇落ち着きと潤いがあり、保護者・地域に愛される学校 

【教育理念】 

「認めて、褒めて、励まして、信じて、待って、見届ける」教育の推進 

 〇子供一人一人には、無限の可能性がある。子供のよさや可能性を伸ばす教育

を推進する。 

 



４月行事予定 

 

 

 

 

 

 

  

４月６日、新６年生が準備登校し、新学期に向けて校内の

清掃や入学式の準備を行いました。どの子もしっかりと自分

の役割を担い、懸命に働く態度に感心しました。また、先生

方に対して、自分から先に気持ちのよいあいさつをする人が

たくさんいました。南古谷小学校の５つのじまんの一つであ

る「あいさつ」。「あかるく」「いつでも」「さきに」「つ

たわるように」これからもよい手本を示し、南古谷小に気持

ちのよいあいさつを広めていって欲しいと思います。また、  

ご家庭でも、「おはよう」「行ってきます」「おやすみな

さい」など、時に応じたあいさつを交わす習慣を大切にして、

あいさつの輪をどんどん広げていってください。 

 

◇第１回学級懇談会について◇ 

４月１３日（火）、１５日（木）、16日（金）に、第１

回学級懇談会を行います。新型コロナウイルス感染予防のた

め、残念ながら学級懇談会のみとなりますが、新担任より学

級経営方針等を説明するとともに、学年委員決めも行いま

す。ご多用のところと存じますが、ぜひご出席いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

 

◇保護者の皆様へのお願い◇ 

ご来校の際はマスク、名札の着用をお願いいたします。

また、上履きの持参にもご協力ください。 

４月８日現在の児童数 

学年 男子 女子 計 学級数 

１年 ７６ ７７ １５３ ５ 

２年 ９４ ８０ １７４ ５ 

３年 １０１ ９３ １９４ ５ 

４年 ９１ ８５ １７６ ５ 

５年 １０６ ７８ １８４ ５ 

６年 ８１ ８５ １６６ ５ 

くすのき １４ ９ ２３ ４ 

全校 ５６３ ５０７ １０７０ ３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行事等 

８ 木 特別日課３時間 第１学期始業式 入学式 

９ 金 
特別日課３時間 クラスタイム 

学び方ガイド説明 「あいさつ」の日 

10 土  

11 日  

12 月 

特別日課５時間 １年特別日課３時間 読書タイム 

給食開始（２～６年） 身体測定（５・６年） 

入間学力テスト算数（２～６年） 

13 火 
特別日課 １年特別日課３時間 クラスタイム 

学級懇談会（５・６年） 身体測定（３・４年）  

14 水 
通常日課 5時間（２～6年） １年通常日課３時間 クラスタイム 

身体測定（１・２年） 

15 木 
特別日課 １年特別日課３時間 クラスタイム 

学級懇談会（３・４年） 視力検査（６年・くすのき） 

16 金 

１年通常日課３時間 クラスタイム  

学級懇談会（１・２年、くすのき） 視力検査（４・５年）  

自宅確認訪問（～２８日） 

17 土  

18 日  

19 月 特別日課 1年給食開始 読書タイム 視力検査（２・３年） 

20 火 
クラスタイム 交通安全教室（１年） 教育相談日 

耳鼻科検診（５・６年、くすのき） 尿検査一次 「あのね」の日 

21 水 １年生を迎える会 委員会 耳鼻科検診（３・４年） 尿検査一次 

22 木 
特別日課 体育朝会（１・３・６年）/チャレンジタイム（２・４・５年） 

耳鼻科検診（１・２年） 

23 金 体育朝会（２・４・５年）/チャレンジタイム（１・３・６年） 

24 土  

25 日  

26 月 特別日課 読書タイム 視力検査（１年） 

27 火 クラスタイム 代表委員会 内科検診（４～６年）   

28 水 クラスタイム クラブ 

29 木 昭和の日 

30 金 お話目標朝会 聴力検査（5年） 「あったか言葉の日」の日 

生活目標 ＊気持ちのよいあいさつをしよう＊ 

 

 

東校舎（音大側） 

西校舎 

（県道側） 

６－１ ６－２ ６－３ ４Ｆ ５－１ ５－２ ５－３ ４Ｆ 北校舎（３階建て） 

６－５  音楽室１  
３Ｆ ４－３  ４－４  ４－５  ５－４ ３Ｆ ５－５ 図工室１ 音楽室２ 

６－４ ４－１ ４－２ 

２－１ ２－２ ２－３ 理科室２ 
２Ｆ １－4  １－5  ３―5  少人数教室  ２Ｆ 

理科室２ ３－１ ３－２ ３－３ 

会議室 コンピュータ室   事務室  校長室  職員室 被服室       ３－４ 

２－４ くすのき１・２ 家庭科室 生活科室 
１Ｆ １－１  １－２  １－３ 多目的室 １Ｆ 情報ルーム   ゆめの国 

くすのき４・３  ２－５  保健室 

 

 

 

 

◇令和３年度の教室配置図◇ 


