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☆ めざす学校像「いのち きらきら 光り輝く 中野栄小学校」 ☆

学校だより 仙台市立中野栄小学校

平成２７年４月８日〈水〉４月号

仙台市宮城野区栄三丁目12番1号

℡258-8080 FAX258-8059

校長 菅 原 友 子 全校児童数552名

E－ mail n.sakae@sendai-c.ed.jp
協働型学校評価の重点目標『子どもたちの考える力・表す力を，家庭・地域・学校で育成する』

＊＊＊＊＊ － 聞く・話す・書く ことばの力 － ＊＊＊＊＊

暖かな日差しが続くようになり，いつの間にか学校周辺の桜も咲き始めました。春の光をいっぱい

浴びて学校では子どもたちの元気な声が響き渡っています。そして，平成２７年度がスタートいたし

ました。

お子さまのご入学，ご進級おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。

さて，新年度は教職員も人事異動により大きな入れ替わりがありました。新たな

教職員体制の下，中野栄小学校は，新入生８９名を迎えて児童数５５２名，教職員

４３名でスタートしました。

子どもたちは，新しい教室で新しい仲間と新しい先生と一緒に，これから新しい学習が始まります。

子どもたちの希望に満ちたこの気持ち大切にして，職員一同，力を合せて精一杯指導して参ります。

保護者の皆様そして地域の皆様には日頃から，本校の教育活動に関して，ご理解とご協力をいただい

ておりますことに心から感謝申し上げます。本年度も学校・地域・家庭の三者で，未来ある子どもたち

のために互いに手を取り合って，目指す児童像を目標にして努力していきたいと考えております。どう

ぞよろしくお願いいたします。

平成２７年度 中野栄小学校の教育目標
１ 学校教育目標

『自主性，創造性に富み心身ともに健康で心豊かな子どもを育成する』

２ めざす児童像 児童の「五つの誓い」

（１）自ら学ぶ子ども ①進んで勉強します ②運動し体をきたえます

（２) たくましい子ども ③命を大切にします ④進んであいさつをします

（３）思いやりのある子ども ⑤だれとでも仲よくします

具体目標

自ら学ぶ子ども ※ 学びの基礎・基本の定着 ※ 主体的な学びの定着

※ 体験的･創造的な活動の推進

たくましい子ども ※ 自他の生命を尊ぶ心の育成

※ 心身の健康への関心と自己管理能力の育成

※ 自ら運動に親しむ態度の育成

※ 根気・忍耐・寛容の育成

思いやりのある子ども ※ 触れ合い，認め合い，学び合う児童の育成

※ 基本的生活習慣の育成･定着

※ 豊かな学習環境，自然環境の中での完成の育成

３ めざす学校像

「いのち きらきら 光り輝く 中野栄小学校」
○ 児童一人一人が学校生活に充実感を持ち，本校の児童であることに誇りを持てる学校

○ 子どもが安心して生活できる安全な学校

○ 教職員一人一人が，持ち味を生かしながら磨き合い，仕事に充実感をもてる学校

○ 保護者，地域から信頼され，地域とともに歩む開かれた学校
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4月の学校行事 【平成27年度 本校職員】
○は学年主任

８日（水）登校指導 着任披露式 始業式 よろしくお願いします。 ※転入新職員

（３校時限）入学式（午後）

９日（木）登校指導 ４校時（１年生３校時） 校 長 菅原 友子

発育測定５，６年 教 頭 船山 雅和※

（中野中入学式） 教務主任 柳沼 和也

１０日（金）給食開始（１年生励食～１４日） 副教務主任(少人数) 残間 孝男

発育測定３，４年 事務長 熊谷 浩

１３日（月）発育測定１，２年 養護教諭 菅井 優子

委員会①：合同 拠点校指導員 毛利 美和

１４日（火）仙台市標準学力検査・学習状況調査 少人数指導 佐藤 一郎

（３年生以上） （２年生以上） 少人数指導 上田 美幸

１５日（水）１年交通教室 子供会顔合わせ 指導補助員 武田 美紀

１６日（木）１年生を迎える会 栄養士 岩村 恵

１７日（金）音楽朝会 避難経路確認 技 師 岩間 敏子※

〃 聴力検査（1，２年） 専門員 今野 信一

２０日（月）聴力検査 ３，５年 主 任（給食） 成澤 信広

〃 代表委員会 臨 職（給食） 宮城 博美※

２１日（火）６年全国学力調査 尿検査回収１次 給食パート 大塚さとみ

〃 眼科検診（全学年） 給食パート 三田村雪子

２２日（水）全校４校時限（職員の研修のため） 給食パート 佐野 紀子

２３日（木）耳鼻科検診１，３，５， 給食パート 関本美千代

２４日（金）生活朝会：合同 給食代替 阿部ゆかり

※ 集団下校訓練 図書事務 武者 寿美

２５日（土）授業参観 ＰＴＡ総会 懇談会 図書事務 日向 旬子

２７日（月）振替休業日（25日の分）

２８日（火）１～４年遠足 ５，６年給食あり １年１組 桑原 明子※ ２年１組○鈴木 敦子

２９日（水）祝日 昭和の日 ２組○佐々木美紀※ ２組 鈴木 秀成※

３０日（木）交通教室（１年） ３組 千葉 史之 ３組 櫻井 愛美※

※ 合同＊今年も中野小と一緒に活動します。

※ 学年の詳細なところは，各学年だよりで確認して ３年１組 岩舘 悠※ ４年１組○佐藤 誠

ください。 ２組 森 幸江 ２組 及川 友希※

はじめが肝心！ 早寝，早起き，朝ご飯！ ３組○木村 恵※ ３組 浅野 祐貴※

４月は，これまでの約束や新しい決まりを

守る，習慣を身に付ける時期になります。 ５年１組 根岸 健太※ ６年１組 桑田 真希※

ご家庭でも朝に声掛けをいただいて，安心 ２組○青木まゆみ ２組 佐藤 佑紀※

して登校できるようにご協力をお願いいたし ３組 小林 博明 ３組○高橋 典子

ます。

交通事故に遭わないように，たくさんのボ わかくさ１○早坂 敬也

ランティアさんが，見守ってくださっていま わかくさ２ 新谷 千尋

す。感謝の気持ちをあいさつで表しましょう。 わかくさ３ 猪野 友里

二校二校（ニコニコ）の城 発育測定があります。
皆様ご承知の通り，本校は「中野小学校」と 子どもたちの発育状況を知るた

一緒に校舎を共にして活動しています。子ども めに，9日～13日まで測定を実施

たちの発案で二校二校の城と称しています。 いたします。当日は，体育着の半

お互いのよさを発揮しながら，たくさんの思 袖，短パンの姿で行います。

い出を作っていきたいと思います。 また，学年によって各種検診も

今年1年間となりましたがよろしくお願いい あります。学年のおたより等で確

たします。 認をお願いいたします。


