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学校教育目標 ○考える子ども ○思いやりのある子ども ○はたらく子ども ○じょうぶな子ども

喜んで登校

満足して下校

校長 坂 口 栄 二 土手側の桜の花

宗四小だより ４月号

入学・進級
おめでとうございます

桜の花が満開の時を
迎え、学校に子どもた
ちの元気な声が帰って
きました。いよいよ新
しい年度がスタートし
ました。 正門脇の満開の桜

心も体も一回りたくましく成長され
たお子様のご入学・ご進級を教職員一
同、心より歓迎・お祝い申し上げます。
平成２８年度は、６９名の新入学児

童を迎えて、全校児童３５２名１４学
級で新たな出発をいたしました。
本年度も、学校・家庭・地域が一体

となった教育活動を進めてまいります
ので、ご理解、ご支援をお願いします。

今年度の学校経営のテーマ

今年度の学校経営のテーマも昨年度
と同様、「ニコニコ笑顔 キビキビ行動
ハキハキあいさつ・返事」です。
この３つのことができるようになれば、

良好な人間関係を築くことができ、楽し
く充実した日々を過ごせるようになると
考えています。
もし、宗岡第四小学校の子供たち全員

が、毎日をニコニコ笑顔で過ごし、どん
なことにも積極的にキビキビ行動し、ハ
キハキとあいさつや返事ができるように
なれば、明るく元気な学校を創れると
思います。
ご家庭や地域でも、朝会ったら元気

にあいさつをし合うなど、ご協力をお
願いします。

毎日目標を持って学校へ！
標題に掲げたように、子供たちには

毎日、「喜んで登校 満足して下校」
してほしいと思います。そのためには、
なんとなく学校に来るのではなく、「今
日、○○をがんばろう」「○○がある
から楽しもう」などの目標を持って登
校することが必要です。
充実した学校生活を送るためにも、

毎日目標や楽しみにすることを決めて
登校してほしいと思います。
そして、充実した学校生活を送って、

満足して下校してほしいと思います。

１ 目指す児童像
・自ら進んで学ぶ子
・礼儀正しく、心豊かな子
・仕事を一生懸命にする子
・心身ともにたくましい子
２ 目指す学校像
①学ぶことが楽しい、生き生きとした
学校 （わかる授業・できる授業）
子供がわかった・できたと実感で

きる授業を進めます。
②保護者・地域から信頼される学校

（効果的な情報発信）
各種たより等で学校の様子を発信

し、家庭・地域と連携を図ります。
③安全できれいな学校

（美しく安心な教育環境づくり）
美しく、潤いがあり、安全できれ

いな教育環境づくりに努めます。
④規律ある学校

（学習規律・生活規律の徹底）
ルールやマナーを守る子どもの育
成に努めます。



            
 

 

 

             

                       

    

 転入された先生方「よろしくお願いします。」 

西牧  環  先生 志木市立志木中学校 

吉束 沙織  先生 新採用 

北山 武志   先生 志木市立宗岡第二小学校 

佐藤 史弥  先生 志木市立宗岡第四小学校 

金子 桂子  先生 志木市立志木第三小学校 

福原 久美子 先生 再任用 

柴﨑 道子  さん 再任用 

小森 華子  先生 新採用 

外山 久人  先生 新採用   

稲葉 征己  先生 新採用  

 

平成２８年度 宗四小 教職員を紹介します！ 

校長 坂口 栄二   理科専科   大池 隆志 

教頭 富沢 育就   音楽専科   戸室 美樹 

主幹教諭    養護教諭   西  佑子 

神﨑 郁子   ステップアップ 稲葉 征己 

1-1  森  由季    基礎学力向上アップ支援員 

1-2   佐藤 史弥          三島 信子 

1-3  桑原 ひろみ  事務     柴崎 道子 

2-1  中村 弘美     事務     吉田 設子  

2-2  小森 華子   栄養士    木田 久恵 

2-3  横山 真也   図書相談員 大出 香里 

3-1   外山 久人   用務員     工藤 日出夫 

3-2   今  直子   教育支援員  門松 美香 

4-1  大木 雄平                太田 隼人 

4-2  吉束 沙織         野別 茜 

5-1   北山 武志   ＡＬＴ    レオンシオ 

5-2  木村 美香   スクールカウンセラー 

6-1  井出 友紀恵               山片さん 

6-2  西牧  環   巡回パトロール 松下さん 

吉田さん 

林 さん 

 

 

＜お知らせ＞ 
・養護教諭の渡部佑子先生が、このたび入籍され、 

西 佑子先生になりました。今後も引き続きよろしくお願いいたします。 

・今年度から、給食費の集金日が木曜日となりました。よろしくお願いいたします。 

・今年度から、柏町志木の杜で通学路の変更があります。学校でも引き続き安全指導を行

なっていきますが、ご家庭でも通学の安全には十分に注意をしていただくようにご指導

をお願いいたします。 

８ 金 始業式 短縮３  

児童下校 11:45 

１１ 月 入学式   

３,４,５年児童下校 9:10 

２年児童下校 10:25 

６年児童下校 11:50       

１２ 火 短縮４ 

一斉下校 12:15頃 

発育測定４,５,６年 

１３ 水 給食開始日  委員会 

発育測定１,２,３年 

１４ 木 授業参観懇談会５,６年 

埼玉県学力・学習状況調査(4,5,6 年) 

全校読書 

１５ 金 授業参観懇談会３,４年 

１年交通安全教室 

音楽朝会  視力検査６年 

１９ 火 全国学力・学習状況調査（６年） 

視力検査４，５年 

１年懇談会・２年授業参観懇談会 

２０ 水 １年生を迎える会 

視力検査２年 

PTA常任準備会・第１回本部会 

２１ 木 給食費集金日   全校読書 

６年校外学習（水子貝塚公園） 

１年給食開始 

視力検査１，３年 

クラブ活動（第１回） 

２２ 金 離任式 児童下校 15:40 

２５ 月 PTA 総会 15:45 

眼科検診（全校） 

２６ 火 体育朝会 

尿検査① 

２７ 水 尿検査②  たんぽぽタイム 

２８ 木 聴力検査５年    全校読書 

お話し会３，４年  委員会 

４年社会科見学（大久保浄水場） 

退職・転出された先生「お世話になりました。」 

福原 久美子 先生   定年退職 

柴﨑 道子（事務）さん 定年退職  

菊池 洋子  先生  志木市立宗岡第二小学校 

川原 詩織  先生  志木市立志木第二小学校 

佐藤 史弥  先生  任期満了 

蠏  ちひろ 先生  任期満了 

草野 博子  先生  板橋区立北野小学校 ４月の行事予定  

年間生活目標 

「みんなが楽しく過ごすために」 
・静かに歩こう 

・目を合わせてあいさつをしよう 

・しっかり話を聞こう 

４月の生活目標 

「元気にあいさつしよう」 


