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蒲小だより 
 

平成 29 年度がスタートします！ 
                                 校 長  丹治 重廣 

 いよいよ平成２９年度がスタートします。校長として，２年目を迎える丹治です。昨年度に引き続き，今
年度も，ご理解とご協力，ご支援を賜りますよう，何卒よろしくお願いいたします。 
 平成２９年度の蒲町小学校が目指すこと，ご理解とご協力いただきたいことにつきまして，お話したいと
思います。協働型学校評価重点目標「『早ね早おき朝ごはん』と外遊びの推進と定着」は昨年度に引き続きの
部分も含め，更に子供たちの基本的生活習慣の定着と運動の日常化を目指して，家庭，地域のお力をお借り
しながら推進していきたいと考えています。また，仙台市教育委員会「健康教育推進校」の研究指定を受け，
３年間の実践と研究をスタートします。これまでも本校の子供たちの体力・運動能力面が，全国，仙台市の
平均に比べ下回る項目が多く，何とかしていきたいとお伝えしてきましたが，この研究実践では，運動面だ
けではなく，「体育」「保健」「食育」の３分野を連携させていくことで，子供たちの心身ともに健やかな成長
を促進させていきたいと考えています。学校評価重点目標ともしっかりと関連させていきます。二つ目は，
パナソニック教育財団の研究助成を受け，東北大学との共同研究という形で，タブレット端末を活用した授
業実践を進めていきます。今年度から３年をかけて仙台市では，順番に小学校でのタブレット端末の導入が
進められることになりましたが，蒲町小としての研究を進めることになります。次期指導要領が２月に公表
されました。この改訂によって，これまで以上にＩＣＴ機器の活用やデジタル教科書等の役割が明確に，そ
して重要となります。その象徴的なアイテムとして，タブレット端末があげられますが，本校も，実物投影
機の整備に続き，次の段階として進めていきたいと考えています。 

そして，昨年の１２月に配布しご理解とご協力をお願いした「蒲小スタンダード」については，年度のは
じめにあたり，若干の修正を加えて改訂版を作成し配布します。基本は，誰が担任になっても，また誰が指
導しても，同じ指導することで，学校生活が安定し，結果，学習規律が定着し，学力向上や心身の安定した
成長につながっていくと考えです。また，ご家庭との連携強化を図ることで，効果を上げていくことも期待
しています。例えば，「宿題」についてです。低学年では，基本的に宿題の丸付けをお願いし，上学年では，
子供たちが丸付けした宿題を親御さんにチェックいただくように，お願いしたいと考えています。子供たち
の家庭学習をより確実で効果的にするために，ご家庭のお力が必要であると考えています。ぜひ，ご理解の
上，お忙しいとは思いますが，学校と一緒に取り組んでいただけますと，幸いです。 

平成２９年度は，子供たちの様々な課題を明確にし，それを解決できるように，試行錯誤しながらも，頑
張っていきたいと思います。１年間，何卒よろしくお願いいたします。 

４月の行事予定 
月 火 水 木 金 土 

1０ 1１ 1２ 1３ 1４ 1５ 

２校時限 

始業式（披露式） 

入学式 

朝の交通指導 

朝の交通指導 

1 年 3 校時限 

2～6 年 4 校時限 

※短縮 12:10 下校 

朝の交通指導 

給食開始 お話朝会 

1 年慣らし給食（～14 日） 

1 年 3 校時限 

2～6 年４校時限 

6 年・特支発育測定視力検査 

1 年 3 校時限 

2～6 年 5 校時限 

仙台市標準学力検査 

（2～6 年） 

防犯子供を守ろうデー

1 年 3 校時限 

2～4 年 5 校時限 

キッズタイム企画会 

委員会活動 

5 年発育測定・視力検査 

 

1７ １８ １９ 2０ 2１ 2２ 

事前集合訓練（１・6 年） 

代表委員会 

4 年発育測定・視力検査 

 

全国学力学習状況調査 

（6 年） 

２～６年 5 校時限 

3 年発育測定・視力検査 

キッズタイム 

2 年発育測定・視力検査 

 

避難訓練 

尿検査 

 

尿検査（予備日） 

1 年発育測定・視力検査 

授業参観・PTA 総会

懇談会 

1 校時限 

 

2４ 2５ 2６ 2７ 2８ 29 

振替休業日 

 

5 年・特支聴力検査 

 

２～６年５校時限 

3 年聴力検査 

 

 

１・２年校外学習 

（遠見塚古墳） 

 

 

１年生を迎える会 

地区訪問① 

（背戸・荒井西・霞目） 

２年聴力検査 

昭和の日 

○ １年生は 17 日から 28 日まで４校時限，給食を食べて下校します。（22 日を除く） 

○ キッズタイムはたてわり活動です。異学年交流を通して，集団の成員であることを実感し，みんなで活 

 動することのよさを感じることをねらいとしています。 
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平成 2９年度 職員紹介 

★印は，新しいメンバーです。よろしくお願いいたします。 

 

校  長  丹治 重廣  ５年１組 鈴木  史 

教  頭  黒須功太郎 ★ ５年２組（学年主任） 大沼 芳浩 

主幹教諭  小林  眞 ５年３組 小笠原和美 

養護教諭  甲山 郷子 ６年１組 棚木 俊樹   

主任（事務） 神谷 恵子 ６年２組（学年主任） 三橋由紀子 

主任（栄養） 佐々木純子 ★ あすなろ学級（学年主任） 庄子 文恵   

少人数指導（低学年） 大沼多美子 とちのき学級 武田  翠 

少人数指導（中学年） 竹田 彩子  特別支援学級指導支援員 鈴木 順子 ★ 

少人数指導（高学年） 佐藤ひとみ  指導補助員  杉田 春香 

1年１組 押切 亜美 スクールカウンセラー 大髙 木綿   

1年２組（学年主任） 佐藤 幸恵 主任（用務） 佐藤 厚子   

1年３組 多奈村圭介 嘱託（用務） 永澤 幸則 ★ 

2年１組 三浦美奈子 主任（給食） 相澤 紀昭 

2年２組 白畑 香奈 ★ 技師（給食） 岩田麻衣子 

2年３組（学年主任） 藤原真由美 給食パート職員 大内 好美 

2年４組 本郷 文恵 給食パート職員 金ヶ瀬久惠 

3年１組 峯  亮  ★ 給食パート職員 倉橋 幸子 

3年２組（学年主任） 毛利 美和   給食パート職員 堀内千恵美 

3年３組 遊佐ゆきの 給食パート職員 長井 貞子   

４年1組 齋藤なつみ 給食パート職員 髙橋 貞子 ★ 

４年2組（学年主任） 鈴木 知子  給食パート職員 大場 僚子 

４年3組 日下 宗大   図書事務  小島 幸恵 

 図書事務  佐藤 和美   

 

 

 

【お願い】 
昨日，家庭調査票と児童引渡カードを配布しました。お忙しいとは存じますが，１３日

（木）までに担任に提出をお願いします。また，保健関係の書類も明日までに配布します。

こちらは１７日（月）まで担任に提出するようお願いいたします。 

 

４月の生活目標 
 
 
  きまりを守って 

  生活しましょう 

 
 授業参観・PTA 総会・教育懇談会のご案内 
  
 今年度第１回目の授業参観・教育懇談会，そして

PTA 総会を下記のとおり実施いたします。詳しくは

後日，学年だより等でお知らせいたします。 
 
 ○期 日  ４月２２日（土） 
 ○日 程   
  ・授業参観     ８：５０～ ９：３５  

  ・ＰＴＡ総会   １０：００～１１：００ 
  ・教育懇談会   １１：１５～１２：１５ 
 


