
 

 

 

 

6 水 始業式，入学式，学習月間始 

7 木 朝学習，給食始，休み明けテスト，平常授業開始，定期健康診断始 

8 金 音楽朝会①（2 年発表），発育測定 2 

9 土   

10 日   

11 月 
全校朝会，中野区学力にかかわる調査 2-6，委員会活動①4 月分， 

安全指導･安全点検①                      心 

12 火 B 時程，学校説明･保護者会 56①，発育測定 4，専科授業始    心 

13 水 B 時程，学校説明･保護者会 34①，給食開始 1，避難訓練，発育測定 5 

14 木 朝学習，遠足 5(高尾山)，発育測定 6              SC 

15 金 B 時程，学校説明･保護者会 12 神①，発育測定 1 神， 

16 土   

17 日   

18 月 
全校朝会，小中連携あいさつ強化週間①(～4/22 金)， 

長なわ週間始(～4/26 火)，クラブ活動①，発育測定 3          心 

19 火 朝学習，全国学力学習状況調査 6，遠足神(小金井公園)，内科検診 3 心 

20 水 ハトぽんタイム①，4 時間授業，1 年生を迎える会 

21 木 朝運動・朝読書，内科検診 4                  SC 

22 金 朝学習，内科検診 12 神 

23 土   

24 日   

25 月 全校朝会，遠足予備日 5                    心 

26 火 朝運動・朝読書，遠足 34(昭和記念公園)，内科検診 5       心 

27 水 長なわ大会①，遠足予備日神，心臓検診 1 

28 木 朝学習，遠足 12(新宿御苑)，内科検診 6             SC 

29 金 昭和の日 

30 土   

はじめまして。中野神明小学校の子

供たちに出会えるのを楽しみにしてい

ました。これからどうぞよろしくお願

いします。 

教諭 

 

本年度、４年生の担任になりました。

これから子供たちと一緒に学び、元気

に楽しく過ごしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

教諭 

 

体を動かして遊ぶのが大好きです。

子供たちと一緒にたくさん遊び、たく

さん学んでいきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

産休代替 

 

今年度、音楽を担当させていただき

ます。皆さんと元気いっぱい、笑顔で

毎日過ごしたいです。よろしくお願い

します。 

産休代替 
 

 はじめまして！墨田区立両国小学校

よりやってきました。給食の時間を、

おいしく、楽しい時間にしたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

栄養士 

 

東京都総務局小笠原支庁から異動し

てきました。学校事務は初めてですが

頑張りますので、よろしくお願いしま

す。 

都事務 

 

授業やクラブ、休み時間を皆さんと

一緒に過ごすのを楽しみにしていま

す。今年は一輪車に乗れるようになり

たいと思っています。誰か教えてくだ

さい。 

特別支援教室専門員 

 

皆様はじめまして。江原小学校より

やってまいりました。体も心も丸く、

笑顔で頑張ります。どうぞよろしくお

願いします。 

校務主事 

 

今年度は、神明学級介助員としてお

世話になります。また皆さんと学校生

活を送れること、楽しみにしておりま

す。よろしくお願いします。 

介助員 

４月行事予定 

よろしくお願いします 

４月の取り組み＜学習月間＞ 
子供たちに確かな学力を育成するため

に、今月は「チャイム着席」、「話を聞く」、

「返事をする」、「丁寧な字でノートを書く」

など学習規律について重点的に指導しま

す。ご家庭でのご協力ご支援をどうぞよろ

しくお願いします。      （教務部） 

神…神明学級  SＣ…スクールカウンセラー勤務  心…心の教室相談員勤務 

 

３つの『あ』 

◎あいさつなど規則正しい生活習慣 

  あいさつ、時間、言葉づかいを意識できる児童を育てます。チャイムとノー

チャイムを併用し、時計を見ながら行動できるようにします。 

◎あんぜん 

子供たちが毎日楽しく学校生活を送っていくために、安全指導を徹底します。 

◎あそび 

遊びを通して体力を向上させ、友達との関わりを大切にしていきます。   

（生活指導部） 

教育相談体制の充実 
 今年度も心の教室相談員（月曜

日、火曜日）に加え、都のスクー

ルカウンセラー（木曜日）が配置

されます。子供たちや保護者の相

談にのっていただけますので、ど

うぞお声をかけてください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あたたかい学校・あたたかみのある教育を大切にします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭・地域との連携を大切にします 
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確かな学力を育てます！ 
親身な学習指導で、基礎・基本を徹底

して身に付けさせるとともに、考える力

や表現力を高めます。 

豊かな心を育てます！ 
子供に寄り添った指導で、自分もひと

も大切にできる、豊かな感性と情緒、規

範意識を身に付けさせます。 

 

健やかな体と体力を育てます！ 
保護者・地域と協力した指導で、健康

と体力を身に付けさせるとともに、安全

で安心な学校をつくります。 
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 明るく元気な子ども    ★よく考え実行する子ども  ねばり強くやり通す子ども 

 
元 気 本 気 根 気 

豊かな心 
を育てます 

子供に寄り添った指導で、自
分もひとも大切にできる、豊
かな感性と情緒、規範意識を
身に付けさせます。 

健やかな体と体力
を育てます 

保護者・地域と協力した指導
で、健康と体力を身に付けさ
せるとともに、安全で安心な
学校をつくります。 

確かな学力 
を育てます 

親身な学習指導で、基礎・基
本を徹底して身に付けさせる
とともに、考える力や表現力
を高めます。 

・基本的生活習慣 
・神明マラソンフェスタ 
・あいさつ週間、あいさつ指導 
・朝遊び、外遊び、放課後遊び 
・体力テスト、体育授業 
・セーフティ教室、交通安全教室 
・神明安全マップ 
・事故ゼロ運動 
・給食全校統一指導 など 

運動を一生懸命に頑張る神明の子 発表を全力で頑張る神明の子 掃除を真剣に頑張る神明の子 

・小中連携教育（オープンキ
ャンパス、乗り入れ授業) 

・高学年一部教科担任制 
・個に応じた指導 
・宿題 
・朝学習、放課後しんめい塾 
・東京ベーシックドリル 
・補充学習教室 
・オリンピック・パラリンピック教育など 

・いじめ、不登校未然防止 
・ほめる指導 
・認め合いができる学級 
・神明フレンズ活動 
・子供に向き合う指導 
・朝読書、読み聞かせ、読書活動 
・特別支援教育 
・学校・学級のきまり など 

生活習慣 学習習慣 社会性・規範意識 

主な取組 主な取組 主な取組 

校長 岡本 賢二 
ご入学・ご進級おめでとうございます。新 1 年生 71 名を迎え、全校 15 学級 433 名で平成 28 年度が

スタートしました。伝統ある中野神明小学校のファイナル・イヤーを、保護者・地域の皆様とともに、

「オール神明」で一致協力し、１日１日を大切にして、これまで以上に充実した１年となるよう全力を

尽くします。本校の教育活動へのご理解、ご協力、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。 
 


