
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

常盤小学校の７９１名の児童、保護者、地域の皆様、はじめまして。４月１日

より常盤小学校幼稚園の校園長をさせていただくことになりました寺内ユカと

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

入学式は、学校の正門の桜の木も、みなさんの入学を待ってくれていたの

でしょう。満開の桜の中、そして、新２年生が育ててくれたチューリップもきれい

に咲いている中、入学式を行うことができました。常盤小学校の先生方は、い

ろいろな準備をしながら、今か、今かと、１２３名の入学を心待ちにしていまし

た。幼稚園の入園式と進級式、小学校の始業式は、残念ながら５月７日まで延

期になってしましたが、「おはようございます」と元気にあいさつをし、みなさん

が登校登園してきてくれる日を楽しみにして待っています。 

入学式でお話させていただきましたが、もっと元気に、もっとあいさつがあ

ふれる学校にしたいと思います。前の篠本治久校園長先生も、「あいさつ、話

を聞く、やさしさは、社会人になっても大切なことです。」とよく言っておられま

した。私もその通りだと思いますので、よいことは受け継いで、もっとすすめて

いこうと考えています。 

最後に、私の好きなことばに「桜梅桃李（おうばいとうり）」ということばが

あります。桜には桜の良さがあり、梅には梅の良さがあり、それぞれの良さが

あるという意味です。常盤小学校にはたくさんの子どもや職員がいます。それ

ぞれみんなが良いところを発揮し、Only One の花がたくさん咲く学校にして

いきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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岸和田市立常盤小学校 
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（発信専用にかけても無音状態になりつながりません。電話は着信専用へお願いします。） 

― もっと楽しく、もっとやさしく、もっとしなやかに ー 
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学級、学級担任発表等の延期について 

常盤小学校では、学級発表、学級担任等新体制の発表を、５月７日（木）始業式に行うことと

しました。 

児童のみなさんも、保護者の皆様も、新しい学級、学級担任等の発表を心待ちにしているこ

とや、不安や心配もあることは、十分承知したうえで、時間をかけて話し合い、熟慮し、検討しま

した。そのうえで、休校になっている今、新しい担任が子どもたちへ十分に関われない状況であ

ること、転入してきて知らない先生もいること、子どもたちとの初めての出会いを大切にしたい

という先生方の気持ちもあること、そして、なによりも、子どもたちがみんな一緒に気持ちよく新

学年のスタートが切れるようにすることを一番に考え、発表を延期することにしました。 

岸和田市の小学校では、すでに発表している学校やこれから発表する学校もあり、いろいろ

対応が違っています。そのことで不安な気持ちを持たれることもおありだと思いますが、困った

ことや、心配なことがございましたら、いつでも、学校へご連絡いただければ、対応させていた

だきますので、その点についてはご安心ください。学校の中でもいろいろな考え方があったよう

に、児童、保護者の皆様にも、様々なご意見がおありだとは思いますが、何卒、趣旨をご理解い

ただき、ご協力をお願いいたします。 

臨時休業中の課題について 

 臨時休業中の課題につきましては、４月１６日（木）17日（金）19日（日）に、教科書と合わせてお渡

しします。そのほかにも、本校ホームページ「サイトコンテンツ」→「リンク集（学習用）」や「e-ライ

ブラリ」等を活用して、計画的に学習をするよう、ご家庭でもお声掛けをお願いします。 

◆常盤小学校ホームページ トップページ → サイトコンテンツ → リンク集（学習用） 

◆e－ライブラリ（スマホ、PCどちらからでもアクセス可）２～６年生対象 

「e－ライブラリ」で検索、または、以下のアドレスを入力 

https://katei.kodomo.ne.jp/pc/student/kateitop/ (PC) 

https://katei.kodomo.ne.jp/mobaile/student/home-learning-login/ (スマホ) 

【学校コード】4264135994 【ログインID】（各児童に通知済）を入力し、ログイン 

【パスワード】初期設定1234   

※ログインIDがわからない場合は、学校へお問い合わせください。 

教科書等の配付について 

 新年度の教科書、おたより、臨時休業中の課題等を配付します。緊急事態宣言が出されて

いる中ですので、以下の点、よろしくお願いします。詳細につきましては、常盤小学校ホーム

ページ「4月 16・１７・19日に実施する教科書配付について」をご覧ください。  

・ ４月 16日（木）17 日（金） ９：３０～17：00  場所 体育館  

※16 日（木）17日（金）両日ともに受け取りができない場合のみ、 

19 日（日） 9：30～12：00 場所 体育館 

・ 児童への感染リスクを下げるため、保護者の方が受け取りに来てください。 

  ※今回は、子ども広場を利用している児童への直接配付はいたしません。 

・ 食物アレルギー除去食対応のある方は、必ず職員室へお立ち寄りください。 

※５月分の給食についての書類をお渡しします。 

※書類は、20日（月）までに学校へ提出してください。   

→裏面もご覧ください。 

https://katei.kodomo.ne.jp/pc/student/kateitop/
https://katei.kodomo.ne.jp/mobaile/student/home-learning-login/
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臨時休業中の学校からの連絡について 

 臨時休業期間中、学校からの連絡事項は、ミマモルメメールと、岸和田市立常盤小学校ホーム

ページとに随時掲載していきますので、確認していただきますようお願いします。緊急事態宣言

が出されている中、感染リスクを下げるため、常盤小学校では、現在各家庭への訪問を自粛して

おります。 

―メールが届かない保護者様へー 

 学校からのメールは、ミマモルメへの本登録が完了しないと届かない状態になっております。

（学校を通じて本登録用のお手紙が封入された封筒が届きます。）本登録が完了するまでの間

は、大変ご迷惑をおかけしますが、常盤小学校ホームページをご確認ください。また、他学年の

保護者様で、お近くに 1 年生の保護者様で当メールの届かないご家庭がある場合、メールの情

報を共有していただきますようご協力をお願いします。 

 本登録完了後も、メールが届かない場合は、ミマモルメまで直接お問い合わせをお願いしま

す。 

常盤小学校ホームぺージ  http://tokiwa-e.kishiwada.ed.jp/ 

ミマモルメ ０５７０－０８１－３００ 平日 8：45～12：00 13：00～17：30 

【小学校】 転出先 【小学校】 転入先

篠本　治久 城内小学校へ 寺内　ユカ 岸和田市教育委員会より

山本　崇史 岸和田市教育委員会へ 奥村　和樹 修斉小学校より

守屋　真澄 山直南小学校へ 木戸　愛夏 山直北小学校より

花井　亮 太田小学校へ 角野　駿平 新規採用

山口　真以 修斉小学校へ 元井　貴翔 新規採用

井上　雄介 八木小学校へ 松本　百花 新規採用

三宅　敬子 ご退職 縣　みよな 新規採用

福田　麗子 ご退職 中井　千奈美 浜小学校より

久納　園代　 大宮小学校へ 赤坂　直宏 天神山小学校より

中村　信彦 朝陽小学校へ 永野　尚代 山直南小学校より

烏野　幸一 大芝小学校へ

【幼稚園】 【幼稚園】

小野　舞 城北幼稚園へ 久禮　美保 大宮幼稚園より

北田　由佳 ご退職 牛島　百佳 新規採用

橋本　美幸 ご退職 野村　友起子 光明幼稚園より

中野　友紀子 ご退職 花田　みゆき 山直北幼稚園より

大川　恵里 八木幼稚園より

退職・転出 転入・新採用

http://tokiwa-e.kishiwada.ed.jp/


 

４月・５月当面の行事予定について 

 緊急事態宣言が出されている中ですので、昨年度末お伝えしました年間行事予定を大きく変

更しております。当面の主な学校行事についての変更については、次の通りです。なお、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大状況により、再度の変更がある場合があります。その場合は改め

てご連絡いたします。 

【実施予定】 

４月 16 日（木）17日（金） 新学年、教科書等配付 9：30～17：00 体育館 

  （※上記２日間での受け取りの都合がどうしてもつかない場合のみ、 

 19日（日） 9：30～12：00 体育館） 

４月 16日（木） 1年生緊急対応給食開始（希望者） 

子どもの様子を聞かせていただくために、各ご家庭に電話連絡をさせていただきます。 

４月 22 日（水）23日（木）24 日（金） １年生    ４月 27 日（月） 6年生 

   28 日（火） ５年生   30 日（水） ４年生   ５月１日（金）  ２・３年生  

※時間帯等は、あらかじめお知らせできません。 

※電話連絡につきましては、本校教職員が分担して行います。 

※兄弟姉妹のある家庭への電話連絡では、一緒に様子を聞かせていただきます。 

５月７日（木） 始業式 詳細は改めて連絡します。 ★給食はありません。 

５月８日（金） ２～６年生 給食開始 

５月１１日（月） １年生 給食開始 

【中止】 

４月 23 日（木） 学習参観・学級懇談会 → 中止 

４月 27（月）・28（火）・30(木)５月１日（金） 家庭訪問 → 延期（中止も視野に入れ検討中） 

５月 22日（金） 遠足 → 中止 

５月 28 日（木） 芸術鑑賞会 → 中止 

【延期または検討中】 

４月 23 日（木） PTA 総会 → 延期（日程等未定） 

５月 11日 下校訓練 → 延期（日程等未定） 

５月 20 日（水） 引き渡し訓練 → 延期を視野に入れ、検討中 

６月７日（日）学習参観・１～５年生学年行事・杉の子学級行事 → 検討中 

６月 23日（火）３年生社会見学（市内巡り） → 延期（日程等未定） 

６月 PTA社会見学 → 中止 

学校の電話について 

 学校の電話には、着信専用の固定電話と発信専用電話があります。学校から連絡する場合

は、発信専用の電話①～③を使いますが、おうちの方からの連絡については、固定電話の

方へお願いします。 

０７２－４２７－４９５４ ← 自宅から学校へ連絡をする場合（固定電話） 

① ０７０-６８００-０６８１② ０７０-６８００-０６８２③ ０９０-３９０５-２７３７   

↑学校から各家庭へ電話をかける場合 ※①～③の番号に発信をしてもつながりません。 

      ※学校からの着信とわかるよう４件とも、電話番号の登録をお願いします。 

 


