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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２８年２月２５日〈木〉３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547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 － ＊＊＊＊＊

校庭にあった雪もすっかり見えなくなり，木々の芽も膨らみ始
めました。そして，子供たちの教科書も残りのページがあとわず
かとなりました。1年間の最後の締めくくりの時期を迎え，学校
では次年度の心構えも含め，集中して指導に取り組んでいます。
また，先日の授業参観・懇談会では，お忙しい中にもかかわら

ず，子供たちの今年度の成長の様子をご覧いただきましてありが
とうございました。（インフルエンザのために学級閉鎖をした4年
2組は，2月25日実施いたします。）
今年度は，協働型学校評価の重点目標である『考える力』と『表

す力』の育成について，三者（家庭・地域・学校）で取り組んだ成果が，ことばの力を通し
て学習や行事そして生活の中で目にすることができたのではないでしょうか。今年から始め
たＮＩＥ教育をはじめ児童のすばらしい取組が見られました。ご
家庭や地域の皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。

第40回 卒業式 第2学期 修了式 離任式
◇平成28年3月18日（金） ◇平成28年3月２４日（金） ◇平成28年3月２９日（火）
・98名の卒業生（6年）が， ・今年度最後の授業日になりま ・体育館において，ご退職な

中野栄小を巣立ちます。 す。通信表と修了証書をいた らびに異動する先生方との

・1～4年生はお休みになりま だきます。 お別れの会です。

す。（自宅での学習）式への ・次の日からは，学年末と学年 ・9時からですので，登校は

参加は代表として5年生のみ 始めの春休みになります。 現在の靴箱を使って直接体

になります。（ご理解とご協 ・休み中に注意することをよく 育館へ8時50分までです。

力をお願いいたします） 聞きましょう。 ・卒業生も参加します。

学級閉鎖(４学級)による新たな給食日について（変更）
＊仙台市立学校での出席停止の1日目は，給食材料の発注関係で食べなくても代金は支払います。(４学級)

学 級 学級閉鎖の日 調整日(弁当の日)を使って新たに給食を出す日

3年3組 2月 2日～ ５日（4日間） （3日間の給食）①2/19 ②3/17 ③3/22
4年3組 2月 2日～ ５日（4日間） （3日間の給食）①2/17 ②3/17 ③3/22
2年3組 2月 3日～ ５日（3日間） （2日間の給食）①2/19 ②3/17 ③3/22
4年2組 2月16日～19日（4日間） （2日間の給食）①3/17 ②3/22

注意）4年2組は2月17日（水）が，もともと給食なしの日でしたので，新たな給食日は２日間となります。学
校のおたよりでは返金としていましたが新たな給食日を設定いたしました。

ＰＴＡ緊急電話 教頭が所有しています。番号はお問い合わせ下さい。

休日など学校に職員がいない場合は，この携帯に連絡いただきたいと思います。
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３月の学校行事 おめでとうございます。
○「作文宮城」

３月の主な予定 県入選

4年 藤井さん

1日 （火）安全点検日 ・仙台審査会 入選

〈6年生を送る会準備） ３年 平間さん ３年 高橋くん

2日 （水）６年生を送る会（体育館）上学年６校時 ○宮城県「読書感想文コンクール」

3日 （木）６年生：同窓会入会式(音楽室) 部会長賞 5年 三村さん

4日 （金）お話朝会 ○仙台市小中学校家庭科作品展

９日（水）上学年6校時 5年 千葉さん

10日（木）卒業式予行練習(5・6年) 6年 栗原さん 6年 佐藤さん

11日 （金）※故郷復興プロジェクト3校時(合同） ○仙台市小中学校児童生徒書きそめ展
16日 （水）上学年6校時 給食終了 【毛筆の部】入選
17日（木）卒業式前準備 (全校:弁当の日) ３年 加納さん ３年 畑岡さん
〃 1～4年，6年 4校時限 ４年 麦嶋さん ４年 千葉さん
〃 5年生→卒業式準備5校時限 ５年 門脇さん ５年 佐々木さん
〃 ※(2の3，3の3，4の2，4の3は給食有り) ５年 一瀬くん ６年 日向くん

18日 （金）6年生第４０回卒業式 ６年 藍原さん ６年 井上さん
（1～4年休業日 5年生代表参加） ６年 星くん

21日 （月）祝日 春分の日 (震災復興特別展) ４年 宮嶋さん
22日 （火）(全校:弁当の日) 【硬筆の部】入選

※(2の3，3の3，4の2，4の3は給食有り) １年 石田くん １年 谷さん
23日（水）全校:弁当の日 5校時限 １年 佐々木くん ２年 髙橋さん
24日（木）修了式 午前限(授業は3校時まで) ２年 柳田さん ２年 稲垣さん

学年末･学年始休業日(春休み)は ３年 千原さん ３年 栗原さん

3月25日(金)～4月7日(木) ３年 門脇さん ４年 鈴木さん
29日（火）離任式 8時50分まで登校(体育館) ４年 住吉さん ４年 太田さん
31日（木）新1年生クラス発表10:00～家庭科室 ５年 遠藤さん ５年 佐藤さん

５年 小野寺くん ５年 百くん

主な行事予定(平成28年度) ６年 小泉さん ６年 村林さん

8日(金)着任式・始業式･入学式 ６年 小野寺くん

11日(月)5・6年発育測定 ○宮城県小中学校児童生徒書きそめ展
12日(火)4校時限(研修会のため)

13日(水)仙台市標準学力検査・生活状況調査 ◎部会長賞 硬筆の部 2年髙橋さん

14日(木)1年生を迎える会 ○金 賞 硬筆の部 2年柳田さん

15日(金)音楽朝会 ○金 賞 硬筆の部 2年稲垣さん

18日(月)委員会活動 ○金 賞 硬筆の部 3年千原さん

19日(火)6年全国学力検査 ○金 賞 硬筆の部 3年門脇さん
20日(水)4校時限(研修会のため) ○金 賞 硬筆の部 4年鈴木さん

21日(木)仙台市標準学力検査 ○金 賞 硬筆の部 5年佐藤さん

22日(金)1年生を迎える会 ○金 賞 硬筆の部 6年小泉さん

23日(土)授業参観・PTA総会・学級懇談会 ○金 賞 毛筆の部 6年日向くん
25日(月)振替休業日

26日(火)1年交通教室・集団下校訓練 ＰＴＡ拡大委員会 2月23日（火）
27日(水)4校時限(研修会のため) 今年度最後の拡大委員会が終了しました。

28日(木)1～4年 春の遠足 各委員会の年間の活動内容や反省等が報告さ

29日(金)祝日 昭和の日 れました。また，協議では平成２８年度予算案

お知らせ 児童用名札が4月から や規約改正案，バザー実行委員会設立関係な

50円から60円になります。 どか承認されました。開校40周年の年で大変

＊ＰＴＡ拡大委員会で了承されています。 でしたが，皆様のご協力に感謝しています。


