
 
   
 
 
 
 

 
 

初めまして、よろしくお願いいたします。 

校長 品川 仁美 

 

 権太坂小学校の児童の皆さん、ご入学ご進級おめでとうございます。 

 令和３年度も学校目標のように「友達が好き 自分が好き たくましく伸びる 権太坂の子」

を目指して学んでいきましょう。学校ではお友達や先生方が待っています。実りの多い一年に

していきましょう。 

 

例年より早い春の訪れで桜はすでに葉桜となってしまいましたが、権太坂小学校では様々な花

が満開です。昨年の今頃、誰にも見られないままそれでも美しく咲く花を見て誰かに称賛されな

くても、認められなくても、美しく咲く花のように自分らしく生きることの大切さを感じました。 

青い空とほほをなでる優しい風、今年度も感染症予防のため制約は多いものの、いつもの時期

に新年度がスタートできることはとても喜ばしいことです。 

「コロナだから仕方がない」ではなく、「コロナだから仕方(やり方)がある」と考えて前向きに

教育活動を行っていくことが出来れば、と考えています。 

保護者の皆様、地域等学校関係者の皆様には今年度も引き続き本校の教育活動にご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

☆転退任した本校職員               ☆新たに迎えた本校職員 

野口 みか子   校長  相沢小へ 

佐藤 宰     教諭  今井小へ 

大町 映都子   教諭   退職 

竹下 史織    教諭  退職 

松本 厚史    教諭  常盤台小へ 

山野口 稔樹   教諭  他都市小学校へ 

嶋田 勝     教諭  退職 

飯塚 真吾    教諭  退職 

横田 美智子   教諭  退職 

岩下 有佳    教諭  退職 

奥村 典子  養護教諭  退職 

山本 志帆  事務職員 二つ橋高等特別支援学校へ 

馬場 友子    調理員  退職 

天草 一晟   調理員  大口台小へ         

品川 仁美  校長   峯小より 

矢野 浩史  教諭   四季の森小より 

乾 裕美   教諭     中和田小より 

佐藤 基恵子 教諭   藤塚小より 

河内 勇人   教諭   新採用 

吉田 健一郎 事務職員 菅田小より 

後藤 由記恵 調理員  太田小より 

小山 浩子  理科支援員 
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生活：時間を守ろう 
保健：保健室の利用のしかたを知ろう 
給食：きまりを覚えよう 
 
時間差登校について（4 月 13 日～） 
登校時における密を避けるため、今年度もＡ・Ｂグルー

プによる時間差登校を実施します。本日、配付したプリン
トに個人ごとのＡ・Ｂグループが記載されていますので、
ご確認ください。なお、昨年度とグループが変更となる場
合もあります。 

 
授業参観・懇談会について 

４月 15 日、16 日に授業参観、懇談会を実施します。 
詳細につきましては、明日、配付するお知らせをご確認く 
ださい。 
 
各種書類の配付と回収について 

4 月 9 日（金）に以下書類を個人情報袋に入れて配付し
ますので、必要事項を記入の上、１２日（月）に担任まで
ご提出ください。 
① 令和３年度家庭連絡票 ②自宅の地図  
③  引き渡しカード ④令和２年度家庭連絡票 
 
・上記①②③を個人情報保護袋に入れて、担任に提出くだ
さい。 

・令和２年度の家庭連絡票は各家庭で処分してください。 
・今年度より自宅の地図を刷新しました。新しい地図にか
き換えていただき、ご提出ください。昨年度まで使用し
ていた地図は、各家庭で処分してください。 

・個人情報保護袋、あゆみファイルを紛失された場合、各
ご家庭でご用意頂きますようお願いします。個人情報袋
については、角 2 サイズの茶封筒に「個人情報袋」「名
前」「学年・組」をご記入ください。あゆみファイルは無
色透明のクリアファイルをご用意ください。 

 
健康観察について 
４月８日（木）に４月分の健康観察票を配付します。体

温等を記入し、毎日学校に持たせてください。体調不良の
場合は登校を見合わせてください。また、登校後、体調が
悪くなった場合は、ご家庭に連絡し、お迎えに来て頂きま
す。 
 
給食について 
１３日（火）から給食が始まります。マスク、白帽、ラ

ンチョンマット、給食用ハンカチを給食袋に入れて毎日持
たせてください。 
 

生活目標 

「学校のきまりを守ろう」 

４月の主な行事予定 

日 曜 内   容 

１ 木 春季休業 

２ 金  

3 土  

4 日  

5 月  

６ 火  

７ 水 
着任式・前期始業式 9：10 下校 

入学式 10：00 開始 

８ 木 短縮 4 校時 12：10 下校     集団登校 

９ 金  発育測定（3～6 年） 

10 土  

11 日  

12 月  発育測定（個別級・1～2 年・未測定者） 

13 火 
時間差登校開始 ＴＶ朝会 

給食開始 

14 水 避難訓練 

15 木 
授業参観 2・3 校時（個別級・1・3・5 年） 

13：45 下校 午後懇談会 

16 金 
授業参観 2・3 校時（2・4・6 年） 

13：45 下校 午後懇談会 

17 土  

18 日  

19 月  

20 火 
ＴＶ朝会 内科検診（個別級・1～4 年） 

運動会特別委員会 

21 水 聴力検査（1 年） 

22 木 
聴力検査（個別級・2 年） 

１年生を迎える会 

23 金 聴力検査（3 年） 14：40 下校 

24 土  

25 日  

26 月 ＴＶ朝会 聴力検査（4 年） 

27 火 市学力学習状況調査 14：40 下校 

28 水 市学力学習状況調査 14：40 下校 

29 木 昭和の日 

30 金 聴力検査（5 年） 

 

スクールカウンセラー相談日（①９：００～②１０：００～ ③１１：００～④１４：００～⑤１５：００～⑥１６：００～） 

4 月 13 日（火）④⑥  4 月 20 日（火）①③  4 月 27 日（火）④～⑥ 

※ ご相談のある方は、ご希望日を児童支援専任（佐藤真之）又は、副校長までご連絡ください。 

また、学校職員全体で子どもたちを見守っています。いつでもご相談ください。 


