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仙台市立八幡小学校

平成２９年４月１０日 №１

０２２ ２３４ ４３８１－ －

hati-man@sendai-c.ed.jp

】○認め合う子 ○やり通す子 ○じょうぶな子 ○自ら学ぶ子【めざす児童像

ご入学・ご進級おめでとうございます。
， ，暖かい日差しに，校門の桜も開花し さわやかで明るい春を感じる中

八幡小１０８名の新１年生を迎え，総児童数７００名で，平成２９年度

の教育活動がスタートしました。学校教育目標である「豊かな人間学校

性と自立心のある児童の育成」を目指し，全教職員が力を合わせ，子供にとって「通うの

が楽しい学校 ，保護者にとって「信頼できる学校」づくりに取り組んでまいります。保」

護者の皆様，地域の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

～ 平成２９年度の学校経営方針 ～

豊かな人間性と自立心のある児童の育成【教育目標】

八幡っ子（白はと）のやくそくめざす児童像

【認め合う子】 （豊かな情操） ・ 心をこめてあいさつします」「

【やり通す子】 （強い意志） ・ めあてに向かってがんばります」「

【じょうぶな子 （健康な体と身体） ・ されていやなことはしません」】 「

【自ら学ぶ子】 （確かな学力） ・ 自分から進んで行動します 」「

「 」通うのが楽しい学校
・勉強がよくわかる ・仲良しの友達がいる ・みんなと遊ぶのが楽しい

・話し合うことでわかり合える ・みんなの役に立つことができる ・自分のよさを発揮できる

・分かってくれる先生がいる ・失敗してもまたチャレンジできる

Ｈ２９八幡っ子のスローガン

『みんな仲間 えがおいっぱい 八幡小』

～［協働型重点目標］～保護者・地域の皆様と協働で取り組む学校評価重点目標

『 進んであいさつできる児童の育成 』

◎ 低学年： みんなにあいさつができる子供」 【学校】「

◎ 中学年： 心のこもったあいさつができる子供」「

「 ， 」◎ 高学年： あいさつで心をつなぎ 仲間の輪をひろげることができる子供

【 】「 」【 】「 」家庭 家庭であいさつができる子供 地域 地域の方にあいさつができる子供
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平成２９年度 八幡小学校教職員 よろしくお願いいたします。

校 長 安倍 啓司 髙橋 美峰子 給食主任 伊藤 博文低学年少人数

教 頭 小野寺 東史 ３年１組 中村 佑 給食臨職 森 恵美子

松岡 晃一郎 ３年２組 ○舟越 智恵 用務技師 ☆鈴木 栄美主幹教諭 教務( )

副教務主任 武田 千明 ３年３組 村上 拓也 用務技師 稲葉 志郎

主幹兼事務長 筒井 潤一 ４年１組 日塔 はぎ乃 図書事務員 鈴木 美由紀

養護教諭 高橋 美知 ４年２組 ☆○高橋 康一 図書事務員 小野 美和子

栄養教諭 ☆井幡 久美 ４年３組 門間 彩華 給食パート 鹿沼 美紀

日本語学習室 田村 由香子 中学年少人数 加藤 正美 給食パート 林部 如恵

白はと１組 ☆○石井 晶子 ５年１組 高橋 絢 給食パート 大谷地 由美

白はと２組 三浦 瑞紀 ５年２組 ○宮崎 美喜 給食パート 北川 美智子

白はと支援員 今野 友歌 ５年３組 ☆佐藤 智徳 給食パート 白鳥 志津

１年１組 古瀨 千賀子 ５年４組 高野 祐一 代替パート 桑原 英子

１年２組 ○菅原 典子 ６年１組 ☆小林 史明 阿部 雅美給食技師(育休)

１年３組 山口 輝 ６年２組 ○早坂 信一 管理校医 北田 一浩

１年４組 大槻 孝宏 ６年３組 佐藤 利江子 耳鼻科校医 陳 志傑

２年１組 色川 雄峰 ６年４組 山口 みゆき 眼科校医 木村 久理

２年２組 ○佐藤 美佐代 高学年少人数 田熊 直彦 歯科校医 細谷 仁徳

２年３組 ☆庄司 葵 拠点校指導 ☆ 歯科校医 林 香五十嵐 眞理子

２年４組 伊東 望緒 ☆後藤 彩香 学校薬剤師 小山 幸代スクールカウンセラー

（○学年主任 ☆転入職員）

【４月の主な行事等予定】

１０ 月 着任披露式，始業式，入学式 ２０（木） 緊急メール配信テスト（予定）（ ）

（ ） 【 】１１ 火 １年３校時限 ２～６年【弁当日】 ２１（金） 授業参観・ 総会・懇談会 弁当日PTA

１２ 水 【給食開始】 委員会活動 ２４（月） 職員会議のため１５時完全下校（ ）

１３ 木 仙台市標準学力検査（２～６年） ２５（火） １年交通安全教室 戸口訪問①（ ）

１４ 金 放送聞き取り訓練 ２６（水） １年生を迎える会 戸口訪問②（ ）

１７ 月 代表委員会 ２７（木） 戸口訪問③＊戸口訪問については別紙（ ）

１８ 火 全国学力調査（６年） クラブ活動 ２８（金） 戸口訪問④ プリントを配布します。（ ）

【携帯電話の持ち込みについて】

学校への携帯電話の持ち込みについては，児童の学習に必要がないこと，紛失や破損の場合の問題，授

業中にメールを送信したりして授業に集中できなくなる恐れがあることなどの理由で，全市的に原則禁止

となっています。しかし，ご家庭の様々な事情により，お子さんに携帯電話を持たせなければならない場

合もあるかと思われます。その場合には，担任を通して連絡帳等でお知らせください。申請書をお渡しし

ます。学校の方で内容を検討し，携帯電話持ち込みの許可の可否をお知らせいたします。持ち込みについ

ては，年度ごとの申請となります。昨年度申請されていても，新たに申請するようお願いいたします。

【防災ずきんをご用意ください】

学校にいる時間帯での非常時の備えとして「防災ずきん」の準備にご協力いただいております。転入

等で，まだの場合はご準備をお願いいたします。災害発生時には頭にかぶって頭部を保護します。椅子

に装着できるカバーも一緒にご準備くださるようお願いいたします。 （＊ご希望の方には「アルミず

きん 「マルチずきん」カバーの購入申込みの袋をお渡ししますので，担任にお知らせください ）」 。
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