
 

 

 

 

 

校庭では、色とりどりのさつきやつつじが咲き競い、いよいよ担任とクラス発表ができる始業式となりま

した。新２年生～６年生のみなさんと保護者の皆様に、真っ先にお礼を申し上げます。なぜなら、みなさんが

一日でも早く、一番知りたかったこの発表を、楽しみながら、我慢もしながら、一か月も待ってくれていたこ

とについて、心から「ありがとうございます。」と感謝の気持ちをお伝えしたいからです。 

私たち教職員もこの一か月は、校舎を消毒・掃除したり、ペンキを塗ったり、教材や課題を作ったり、教室

を整備したり、みなさんのことを思いながら、丁寧に心を込めて準備してきました。 

また、１年間のみなさんの成長を見据えて、新学年の目標（下記）も検討し、その実現に向かって、一所懸

命、指導していきますので、保護者の皆さまもご理解・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

【1年学年目標】 「にこにこえがお」 「げんきもりもり」 「いちねんせい！！」 

【2年学年目標】 「ピース！！」 ～やったねピース！！なかよしピース！！えがおピース！！ 

【3年学年目標】 「One チーム」 ～協力・笑顔・思いやり～ 

【４年学年目標】 「かがやく」 かんがえぬく がんばりぬく やさしく くいなく 

【５年学年目標】 「HIGH FIVE！！」 ～全力 前向き WAになって～ 

【６年学年目標】 「熱盛」 ～熱く・盛り上げよう！！～ 

【杉の子学級目標】「学力・協力・体力～ひとりで輝こう みんなで輝こう～」 

本格的なスタートは、まだ少し先になりましたが、『幸先の良いスタート』がきれるように、今日からウォ

ーミングアップしていくチャンスです。未来に自分がどうなっているかという結果は、現在の自分がしてい

ることの積み重ねがどうかで変えることができます。まだまだ不安や怖さといったマイナス感情は、生活の

いろいろな場面で生まれると思いますが、仮にマイナス感情を「水たまり」に例えると、「水たまり」ができ

た時は、感情を外に流す「川」をつくる必要があります。その「川」に当たる方法が“身近な誰かに話を聞い

てもらうこと”です。今は誰かと話をすることも控えがちになってしまい、“心の水たまり”が大きくなって

しまうこんな時だからこそ、一人一人の心の清らかな“川”をつなぎ、朗らかに支え合える小学校、幼稚園で

ありたいと考えています。【寺内ユカ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２(2020)年度 5 月号 

岸和田市立常盤小学校 

TEL：072-４２７-４９５４ 

発信専用：070-6800-0681・070-6800-0682・090-3905-2737 

５月当面の予定について 

５月１１日（月） 分散始業式  

５月１２日（火）～15 日（金） 家庭訪問（ご自宅の確認） 

１、３、６年生 分散登校日            ２、４、５年生 分散登校日 

５月 18 日（月） 21日（木） 25 日（月） 28 日（木）  ５月 19 日（火） 22日（金） 26日（火） 29 日（金） 

風薫るさわやかな５月 

☆待ちに待った始業式です☆ 

就学奨励制度の申請について 

令和２年度の就学奨励制度（学用品費・給食費・医療費等の助成制度）の申請受付が始まります。 

申請希望の方は、同封の別紙（1年生は郵送済）を確認の上、必ず受付期間内に申請してください。  

受付  ５月 14 日（木）～29 日（金）９：００～１７：３０ （土日除く） 常盤小学校 

   ５月 20 日（水）、28 日（木）９：００～１７：３０ 岸和田市役所 旧館 3階 教育委員会総務課 

５月２３日（土）１０：００～１６：００ 岸和田市役所 新館４階 第二委員会室 

就学奨励の申請は毎年必要です。昨年度受給家庭も、継続を希望する場合は忘れずに申請をお願

いします。申請書が必要な方は、常盤小学校に直接受け取りに来てください。 



令和２年度 常盤小学校・幼稚園教職員一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校園長 寺内　ユカ 教頭 河野　敬重 首席 西川　晃史 教頭 久禮　美保

1年1組 西山紗央理 5年1組 楠見　知弘 栄養教諭 田中　多恵 ぶどう 正木　希久代

1年2組 木戸　愛夏 5年2組 塚本　耕司 通級指導 安井　千代子 ばなな 野　夏帆

1年3組 栗山　晴菜 5年3組 中尾　友美 授業改善 髙井　真由美 いちご 大西　未佳

1年4組 射手矢　明 5年4組 増田　有紗 少人数指導 平尾　浩一 めろん 牛島　百佳

2年1組 矢寺　由紀 6年1組 濱田　樹哉 少人数指導 永井　麻琴 アフター 野村　友紀子

2年2組 縣　みよな 6年2組 幸地　里穂 書写 溝上　喜子 教育補助員 西村　真弓

2年3組 松本　百花 6年3組 山本　弥生 初任者指導 森岡　優作 介助員 岡本　しのぶ

2年4組 渡邉　智則 6年4組 印具　良介 事務 桝野　充弘 介助員 植野　久仁子

3年1組 木谷　智子 杉の子１ 芝野　正代 事務 喜田　陽香 介助員 田中　真由美

3年2組 井上　万友里 杉の子２ 大西　花奈 校務員 赤坂　直宏 介助員 花田　みゆき

3年3組 角野　駿平 杉の子３ 廣瀬　亜理沙 給食調理員 尾﨑　明美 介助員 大川　恵里

3年4組 奥村　和樹 杉の子４ 山川　千尋 給食調理員 川尻　愛子 保育補助員 小野　アサ子

4年1組 髙橋　華織 杉の子５ 中島　秀平 給食調理員 永野　尚代

4年2組 元井　貴翔 杉の子６ 中瀬　真由子 給食調理員 山原　真智子

4年3組 仲尾　実紗 音楽科 田中　絵美 給食調理員 七山谷　環

4年4組 太田　義明 家庭科 杉山　利枝 介助員 荒木久美子

養護教諭 西口　裕子 図書館Co. 中井　千奈美

小学校 幼稚園

分散登校について 

５月より登校日の設定が可能になりました。ただし、緊急事態宣言が延長されているため、当面は、

分散登校を行います。登校日、登校に際しての注意事項は、以下の通りです。学年ごとの詳細につき

ましては、学年だよりに記載しておりますのでご確認ください。 

【グループ分けについて】 

・各学級を、前半グループ、後半グループの２グループに分けます。 

・１、３、６年生は、月・木登校（５月１８・２１・２５・２８日） 

２、４、５年生は、火・金登校（５月１９・２２・２６・２９日）です。 

・前半の登校時間 9：15～9：30 下校時刻 10：30 

後半の登校時間 10：45～11：00 下校時刻 12：00 です。 

【登校するにあたって】 

・けんこうかんさつチェック表を必ず持たせてください。教室で担任が確認します。 

・毎日（休日、登校日以外の日も）必ず朝の検温、体調調べを行い、けんこうかんさつチェック表に記 

入してください。 

・登校時間も必ずマスクを着用させてください。 

・暑くなってくるので、水筒の用意をお願いします。 

【登校日の活動内容】 

・旧教室の荷物は、登校日を利用して新教室に移動させます。 

・登校日では、授業を行いません。課題の回収、配付。連絡事項の確認等を行います。 

・登校後、体調が悪くなった場合には、保護者の方に迎えに来てもらいます。 

子ども広場・緊急対応給食について 

臨時休業期間中、引き続き子ども広場と緊急対応給食を実施します。ただし、今回の子ども広場も

新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止の観点から、受け入れは、真にやむを得ない事情がある

場合に限ります。また、毎朝自宅で検温し、風邪症状があれば、軽くても自宅で休養し、登校させない

ようにしてください。 

受け入れ方法は、岸和田市立常盤小学校ホームページに記載している通り、連絡帳に、朝の検温、

かぜ症状の有無、緊急対応給食の希望、チビッコホーム利用の希望有無（在籍している児童のみ）を

記載して持たせてください。 



 

 

 

 

４、５月分の諸費徴収について 

先にお知らせしていました通り、各学年とも 5 月７日に振替をさせていただきました。４月分の給食

費は徴収していません。学級費、PTA 会費、積立金は、年間を通して活用しますので、４、５月２か月分

を徴収しました。年度末には、徴収金額を調整させていただきます。ご了承ください。 

PTA総会について 

4月 23日に予定しておりました PTA総会は、延期とさせていただきました。学校は再開できました

が、総会を開き、多くの保護者様に集まっていただくことは、リスクが大きいと考えております。今年

度の総会のもちかたについては、PTA 役員、令和２年度役員候補者と協議の上、決定したいと考えて

おります。決定し次第お知らせします。よろしくお願いいたします。 

今年度の家庭訪問について 

５月１２日（火）より１５日(金)の間に、学級担任が、各家庭を訪問させていただきます。今年度は、ご

自宅の確認を主目的とします。あらかじめ訪問日時をお知らせすることができませんのでご了承く

ださい。また、インターホン越しの訪問とさせていただきます。急な連絡で、お仕事等の調整が難しい

と思いますので、無理のない範囲でお願いします。十分な時間が持てず申し訳ありませんが、ご理解

ください。 

図書カード、布マスクの配付について 

図書カード、布マスクは、特定配達記録郵送にて配付予定でしたが、大阪府から図書カードの配送

が遅れたため、本日、始業式にて児童に直接配付しました。配付方法・配付時期が変更になり、申し訳

ありませんでした。布マスクにつきましては、後日、登校日に配付予定です。 

今後の学習活動等について 

学校においては、学習内容の定着に向けて全力で取り組みますが、通常よりも授業時数の確保が

難しい状態となっています。課題の用意や学習方法等の説明につきましては、各担任より行います

が、ご家庭においても、ご協力をお願いいたします。文部科学省より「学校で学習したことと、ご家庭

で課題として学習したこと、合わせて学習評価に反映することができる。」との通知がありましたの

で、なにとぞ、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

夏季休業期間の変更およびお閉校日について 

ミマモルメメール、常盤小学校ホームページでお知らせしておりました通り、今年度の夏季休業期

間を変更（短縮）いたしますが、学校の課業日につきましては、学校給食を実施する予定です。また、

今年から、８月 13日（木）14 日（金）の 2日間が、学校の閉校日となります。 

夏季休業期間 ： ８月８日（土）～８月２３日（日）  

１学期終業式 ８月７日（金） ２学期始業式 ８月２４日（月） 

学校の閉校日 ： ８月 13日（木）14 日（金） ※この２日間は、学校と連絡がつきません。 

学校年間予定の一部中止について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、以下の実施を中止します。今後の、感染拡大状況等

を踏まえ、あらたに変更、中止等の判断があるかもしれません。決定し次第、ご連絡をいたします。 

【中止または当面の間中止】    

・ 全国学力・学習状況調査（６年生）      

・ 引き渡し訓練（幼～６年生）        

  ・ スポーツテスト（５、６年生） 

・ 子どもまつり(１～６年生) 

・ 水練学校（５、６年生）          

・ 音楽集会（１～６年生）                   

・ 全国体力・運動能力・運動習慣等調査（５年生） 

・ 演劇鑑賞会（幼～６年生） 

・ 学校水泳（幼～６年生） 

・ なかよしタイム（１～６年生） 

・ クラブ（４～６年生） 


