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創立144年

発行：川口市立芝小学校

児童数：366人 4月10日現在学校で学び　家庭でしつけ　地域ではぐくむ　芝小の子

允歩前進“ベ【�芝小“
~ 学校で学び　家庭でしつけ　地域ではぐくむ　芝小の子 ~

　「大地に強く根を張って、みんな仲良く手を結ぶ。庭の芝生も生き生きとと、もえで
る春の姿みよ」と校歌にも歌われるように、校庭の芝生が青々としてまいりました。そ
の生長の勢いは、芝の子どもたちの姿と重なります。

　平成29年度は、65名の元気な新入生を迎え366名でスタートです。本校は、今年創立
144年。よき伝統に新風を吹き込みながら、地域や保護者の皆様に愛され誇りに思って
いただけるよう、芝小教育をさらに力強く進めてまいりたいと存じます。

　今年度は、学校教育目標「よく学ぶ子・心豊かな子・健康で元気な子」の実現を目指
し、以下の6点を学校経営の柱として取り組みます。

【学校教育目標】

よく学ぶ子

心豊かな子

健康で元気な子

①確かな学力向上

②主体性にあたたかくかかわる心の育成

③最後までやり抜く心と健やかな体の育成

④機動的、効率的な学校の組織力の強化

⑤危機管理の徹底と教育環境の整備

⑥家庭・地域・幼・保・中との積極的な

　連携による開かれた学校づくり

校長／石川 庸子

　具体的な取組の一つとして、「自ら進んで」をキーワードに子どもたちの主体性をはぐ
くみます。特に「強い子のあいさつと返事」を大切にしてまいります。強い子とは、自ら
進んで行動する子。よい子は、言われてする子。弱い子は、言われてもしない子です。特
にあいさつは、人生のパスポートです。学校の中で地域の中で、人と人とがあいさつで心
のリボンを一層結んでいくことができたらと思います。

　自ら進んで行動する事は、あいさつに限らず様々な場面で共通することです。ぜひ、
「できません」ではなく『やってみます』、「わかりません」ではなく『考えてみます』
と主体的に行動できるよう、褒めて、認めて、励まして時には叱り、次世代を担う子ども
たちを共に育んでまいりましょう。

　職員一同、子どもたちに笑顔があふれ、子どもたちが更なる成長をとげる一年になるよ
う「一歩前進！チーム芝小！」を合い言葉に芝小教育を進めてまいります。「学校で学び
家庭でしつけ　地域ではぐくむ芝小の子」を連携テーマに進めてまいりたいと存じますの
で、地域の皆様、保護者の皆様の温かなご理解ご支援の程よろしくお願いいたします。



ようこそ芝小学校へ
～新しく着任された先生方～
齊藤　敦史 教頭 （川口市教育委員会指導課より）
伊藤　元洋 教諭 （木曽呂小より）
岩崎　景子 教諭 （戸塚南小より）
山﨑　　彩 教諭 （十二月田小より）
川畑むつ子 教諭 （芝小より ( 再 )）
瀧本　惠子 教諭 （青木北小より）
小川　真希 教諭 （里小より）
古本　宏人 教諭 （元郷南小より）
金子　元美 教諭 （新郷南小より）
本野　　綾 養護教諭 （里小より）
清水　惠子 小１対応 （前川小より）
古賀　正恵 特別支援教育支援員 （青木中央小より）
柬理　友味 ｱｼｽﾀﾝﾄ（差間小より）
一世　和代 図書館司書 （芝中央小との兼任）

ありがとうございました
～芝小学校を去られた先生方～

大内　正俊　教頭 （元郷南小へ）
小野寺啓太　主幹教諭 （辻小へ）
草ヶ谷久美子 教諭 （幸町小へ）
吉田久美子　教諭 （青木北小へ）
惟住　継実　教諭 （戸塚綾瀬小へ）
高橋　典子　教諭 （元郷南小へ）
髙橋　　郁　養護教諭 （里小へ）
川畑むつ子　教諭 （芝小へ ( 再 )）
内藤　和夫　教諭 （満了）
越智　和美　教諭 （満了）
長島　朋世　ｱｼｽﾀﾝﾄ（安行東小へ）
昆野　亮子　特別支援教育支援員 （南中へ）
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芝小学校が目指す教育
～教育は未来への先行投資～

☆べんきょう　いっぱい
☆あいさつ　いっぱい
☆あせ　いっぱい

○知　よく学ぶ子
○徳　心豊かな子
○体　健康で元気な子

１　学校教育目標・目指す児童像　～自ら進んで～

『子ども・職員・保護者・地域が愛し誇りに思う学校』
○ 子どもにとって　　 　「勉強がよくわかり、仲間と活動することが楽しい学校」
○ 職員にとって  　　 　 「持ち味が発揮でき、和を大切にする学校」　
○ 保護者・地域にとって 「信頼できる、開かれた学校」
～連携テーマ「学校で学び　家庭でしつけ　地域ではぐくむ　芝小の子」～

2 　めざす学校像

3 　学校経営の柱
（１）確かな学力の向上　　　　　　　　　　　（４）機動的、効率的な学校の組織力の強化
（２）主体的にあたたかくかかわる心の育成　　（５）危機管理の徹底と教育環境の整備
（３）最後までやり抜く心と健やかな体の育成　（６）家庭・地域、幼・保・中との積極的な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連携による開かれた学校づくり

①   家庭学習の習慣を身につける
・学年×１０分　（家庭学習の手引：保護者会にて説明）
②   規律正しい生活習慣を身につける（温かい家庭づくり）
・早寝、早起き、朝ご飯、朝うんち・あいさつ、身の回りの整理整頓等
③   健康・安全に気をつけ体力づくりをする
・友達と外遊び　手洗いうがい　交通ルールを守る　

家庭でご協力いた
だきたいこと

例年より2名
多く配置をいた
だきました。



 

 

 

 

【保護者の皆様へ ～お知らせとお願い～】

◆保護者の皆様が来校する際について
　( 授業参観 ・ 懇談会 )→児童昇降口よりお入りいただき、 教室前廊下で受付してください。

　( 忘れ物等を届ける場合など )→1 階事務室で受付 ( 記録簿記名 ) をしてお入りください。

　( 忘れ物を取りに来る場合 )→子どものみ来校の場合、 安全のため校庭開放時刻までです。

　※「芝小学校の約束」 に各月の校庭開放時刻が掲載されています。

　なお、 保護者同伴の場合には対応しますが、 なるべく 17:00 まででお願いします。 （土日等不可）

◆様々な教育活動の中で、 子どもたちの各種活躍を学校 ・ 学年 ・ 学級だよりやホームページ
　などに写真等で掲載することがあります。 掲載等に支障のある方は、 ４月１4 日までに担任へ

　連絡帳にてお申し出ください。

◆今年度から緊急時、 災害時に今まで以上に備えること、 保護者の負担軽減の観点から家庭調査票を
　 2 年ごとの記入と致します。 （今年度は、 全員記入。 来年度は１． ３． ５年が記入。 ２． ４． ６年生は

　 加筆、 訂正のみ） また、 緊急時の引き取り者も一括で記入いただけるようにしましたのでよろしくお願い致します。

担任の先生方を紹介します
校　長　　　石川　庸子 　　　　　　　　 教　頭　　　齊藤　敦史

１－１               室本　節子 　　　　　１－２         大瀬　玄武
２－１               久田　恵理 　　　　　２－２         竹本　好明
３－１               杉本　浩司 　　　　　３－２         小川　真希
４－１               鈴木　有紀 　　　　　４－２         山﨑　　彩
５－１               柴本　君代 　　　　　５－２         野並茉衣子
６－１               岩崎　景子 　　　　　６－２         西原　　拓
 
教務主任        伊藤　元洋 　　　　　音楽専科     金子　元美
養護教諭        本野　　綾 　　　　　理科専科     古本　宏人
事務主事        西岡　美都 　　　　　日本語指導  川畑むつ子　瀧本　惠子
小１対応        清水　惠子  　校務員        篠塚　秀雄　高山　由美
図書館司書        一世　和代 　　      給食配膳員  長山　和枝　佐藤　貴子
アシスタントティチャー 柬理　友味 
特別支援教育支援員 古賀　正恵 

新年度準備に6年生が
登校。気持ちよくそろっ
た靴の入れ方。他学年の
お手本になる最高学年です。

各学級の児童数に合うよ
うに机と椅子を率先して運
搬。汗をかくくらい一生懸
命な姿。「こんにちは」の
爽やかなあいさつつきでした。

新一年生はどうしたら
安心してくれるかな。
喜んでくれるかな。
楽しさが伝わる絵を
描こうと工夫しました。

今年度から全校で黙動清掃
に取り組みます。さすが
新6年生。隅から隅まで
ワイパー拭きで黙々と
掃除です。

芝小アルバム　4 月のキラリ芝っ子



４月の行事予定  ５月の行事予定 (15 日まで ) 

1 土  1 月  交通安全教室（ 1,3 年）視力検査（ 1,2 年）  
2 日  2 火  引き渡し訓練５校 時  視力検査（ 3,4 年）  
3 月  3 水  憲法記念日  
4 火 春季休業日  4 木  みどりの日  
5 水  5 金  こどもの日  
6 木  6 土   
7 金  7 日   
8 土  8 月  運動会練習開始  視力検査（ 5,6 年）  
9 日  9 火  耳鼻科検診（抽）  
10 月 始業式  入学式  登校指導期間  10  水  特日５  
11 火 ３時間授業 (11:5 0 下校 ) 発育測定（ 4,5, 6 年） 11  木  特日６  脊柱側わん検査（ 4 年）  委員会  

12 水 給食開始  発育測定（ 2,1, 3 年）  12  金  
特別日課 6 校時  PTA 総会・歓送迎会  
PTA 総会・歓送迎会  

13 木 
埼玉県学力学習状況調査（ 4 6 年）  委員会  

川口市基礎学力到達度調査（ 2,3 年）  

5
13  土   

14 金 1 年給食開始  聴力検査 (3, 5 年) 14  日   
15 土  15  月  開校記念日  
16 日  

17 月 一斉下校（ 5 校時後）  聴力検査 （1,2 年）  

18 火 
全国学力学習状況調査（ 6 年）  

授業参観・懇談会（ 3,6 年）  

19 水 
授業参観・懇談会（ 4,5 年）  

内科検診（ 2,3, 6 年）  

20 木 
授業参観・懇談会（ 1,2 年）  

歴史教室（ 6 年）歯科健診（ 4,5, 6 年）  

21 金 
1 年生を迎える会  聴力検査（再検査）  

PTA 新旧常任 理事会 ・理事会  

22 土  

23 日  

24 月 内科検診（ 1,4, 5 年）  

25 火 特日５  聴力検査（再・抽）  

26 水 避難訓練 (地震→火災 ) 

27 木 クラブ  代表委員会  歯科検診（ 2,1, 3 年）  

28 金 特日６  離任式  

29 土 昭和の日  

30 日  

 

尚、遅刻・早退の場合には保護者の付き添
いを必ずお願いします。

　学校では、 朝は8:00～ 8:20に着くよう児童に
指導しております。 ご家庭でも集合時刻や交通
ルールを守るようご指導ください。 また、 通学路
について、 登校時も下校時も、 原則として同じ道
を通るよう指導しております。 ご家庭でも、 お子さ
んにお声掛けくださるようよろしくお願いいたします。

◆登下校時の確認事項

毎月第三水曜日です。
ご協力をお願いいたします。

届きました！嬉しいお話！

　 「いつお電話しようかと迷ったのですが」と市民の方からご連絡を
いただきました。芝小の低学年か中学年のお子さんだと思うので
すが横断歩道でいつも会うお子さんがいます。私が、車で一旦
停止をするとそのお子さんは横断歩道を渡ったあと必ず振り返って
丁寧なお辞儀をするんですよ。「ありがとうございます」の心の声
がお辞儀から聞こえてきます。立派ですよね。
朝が気持ちよくスタートできるんですよ。
また、今年度も朝が楽しみです。とのことでした。
 　「子どものよさを捉えていただき、
ご連絡くださりありがとうございます。
家庭でのしつけのおかげなんですよ。
感謝しています。」と返しました。
　さて、どのお子さんなのでしょうか。　お子さんに、声をかけてみてください。

芝生日記

　3月末に芝生の種をまきました。
今、新しい芽がぐんぐんのびてき
ました。

　よくみると、地面に小さな穴が　開いています。これは、土に空気を
入れ根が伸びやすくするためです。

養生期間終了までもう少しです
　楽しみですね。

◆PTA資源回収日のお知らせ


