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         新しい自分を見つける 

         ～希望にあふれた新年度に～ 

校長  島野 歩 

桜の花びらが校庭いっぱいに広がって、桜色のじゅうたんが子どもたちの新年度を飾って 

くれているようです、令和 3 年度のスタート。あらためまして、お子様のご入学、ご進級、

誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。 

 今年度は、５６名の新１年生を迎え、全学年で３３２名、教職員３３名 

での新たなスタートとなります。このご縁を心から幸せに思います。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃からの保護者の皆様のお気持ちに心から感謝申し上げます。令和３年度も「ご家庭」

と「学校」とが大きな両輪となり、ともに歩みを進めていきたいと存じます。引き続き 

ご支援ご協力の程どうぞよろしくお願い申し上げます。 

       令和 3 年度 4 月号      

文 教 大 学 付 属 小 学 校 

https://www.bunkyo.ac.jp/bkshogak/ 学校だより  

 

 

 

建学の精神「人間愛」 

 ほがらかに ただしく 

  きよく あたたかく 

学ぶこと・考えることを 

楽しめる子どもに！ 

「答えのない時代」既成概念にとらわれず 自ら 

答えを創るべく 挑戦し続ける柔らかい心と身体と 

考える力を育みます。 文教大学付属小学校は  

今年度も前進しつづけます。 

 

 

 

愛おしい 332 名の子どもたちへ 

季節が変わりました。           まわりの変化とともに 

景色が変わりました。           新しい自分を見つけましょう。 

学年が変わりました。      新しいめあてを掲げ、 

                             新しい自分をさがしましょう。 

     ４月はいろいろなことが変わります。    新しい自分は、 

     みなさんの心は変わりましたか。       未来への自分の「夢」につながります。 

                         

                         明日と夢につなげるのです。新しい自分。 

                           いっしょに つなげていきましょう。 

 



 

◆令和３年度 学校教職員組織◆ 

校長    島野 歩     教頭   田中 宏一 

主幹    松川 佳史    古川 弘美 

  

１年１組  神嶋 凌介   英語  塩原 靜蘭   事務部長 伊藤 整二 

 １年２組  松川 佳史   英語  Andy      事務課長 岡崎 倫男 

 ２年１組  河野 里佳          Goheen      課長補佐 田川 伸一 

 ２年２組  木村かなえ   理科  田口 芳彦   事務職員 石山 美佐         

 ３年１組  古川 弘美   音楽  滝沢 栞理   事務職員 大久保 遼 

３年２組  山口 拓哉   体育  稲垣 友里香  用務   渡辺 賢治郎 

 ４年１組  宮﨑 貴浩   体育  戸城 友梨 

 ４年２組  濵﨑ひかる   舞踊  戸城 友梨   学校医 

 ５年１組  福田 淳佑   図工  戸田 美穂    内科  三部 奈々恵 

５年２組  飯尾 太一   家庭  三輪 裕子    耳鼻科 春野 洋 

 ６年１組  太田 隆平                眼科  神谷 諭紀 

 ６年２組  大塚 隆夫                歯科  齋藤 善司 

養護    中島 綾子   図書  安河内 紗奈 

 算数少人数 下川 洪平   スクールカウンセラー 

算数少人数 菊池 善行       倉嶋 純子   

 

企画部（学校の中核組織）     入学対策委員長    神嶋 凌介  進路指導部・中学受験相談 

校長      島野 歩     卒業対策委員長    福田 淳佑      田中 宏一 

 教頭      田中 宏一    運動会委員長     山口 拓哉      松川 佳史                       

教務主幹    松川 佳史                          宮﨑 貴浩 

 研究主幹    古川 弘美                      ICT・プログラミング教育         

生活指導主任  山口 拓哉    広報・入試部     田中 宏一           推進部 

 保健主任    中島 綾子               松川 佳史      太田 隆平 

 宮﨑 貴浩      神嶋 凌介        

 特活主任    河野 里佳              神嶋 凌介  言語力推進部           

 ＩＣＴ主任   神嶋 凌介   国際交流部長     飯尾 太一      古川 弘美                                       

         太田 隆平              河野 里佳      福田 淳佑 

低学年主任   木村かなえ        （英語指導）塩原 靜蘭      木村かなえ 

 中学年主任   濵崎ひかる   食育推進部      田中 宏一      塩原 靜蘭 

 高学年主任   飯尾 太一              古川 弘美  理数推進部 

                            中島 綾子      飯尾 太一 

いじめ防止対策主任 宮﨑貴浩   体力向上推進部    山口 拓哉      濵﨑ひかる 

同窓会主任    大塚 隆夫   （運動会委員会）   宮﨑 貴浩      下川 洪平              

授業開発主任   福田 淳佑              河野 里佳 

防災主任     濵﨑ひかる              大塚 隆夫 

                            中島 綾子                     

 

 

 



 

  

 

 

          
◎ 1 年生は、入学したときに配布される黄色いワッペンを 1 年間ランドセルに 

つけてください。（黄色いワッペンには交通事故傷害保険が付いています。） 

 

◎  児童に事故や怪我があった場合は、管理外でも学校にご連絡ください。 

 

◎  保護者間における、学校長や父母の会の会長の許可の無いものの 

配布や宣伝・調査を厳しく禁じます。 

また、学校内外に限らず、保護者間及び学校への誹謗・中傷も同様に厳しく禁じ

ます。（メール・ライン・書き込み等含む） 

これらに反する行為は、本学の建学の精神「人間愛」に反するものととらえます。 

 

◎  学習に必要の無いものは、学校にもってこないようご家庭でもご指導ください。 

 

◎  遅刻・早退におきましては、学校とご自宅までのお子様の安全を考慮いたしまし

て、保護者の方の付き添いを原則といたします。 

 

◎  やむを得ず、車による児童の送迎を行われる場合には、近隣のご迷惑にならぬよ

う、速やかなる車の移動をお願いいたします。とくに、一時的であっても、橋の上

の停車はお止めください。 

 

◎  児童の電車・バスでの登下校に関しては、公共のマナーをしっかり守り、一般の乗

客の方のご迷惑にならぬよう、ご家庭でも重ねてご指導ください。（とくに電車の中

での大きな声でのおしゃべりやふざけ等）一般の方への配慮を欠く場合は、登下校

に関し保護者の方に付き添っていただく場合もありますこと、あらかじめご承知お

きください。 

 

◎  基本的に、毎日ランドセルで登下校します。荷物の多い場合は、所定のサブバッグ

をご利用ください。なお、国語・算数の教科書・ノート等は、予習復習を考慮し毎

日持ち帰りを原則といたしますが、荷物の重さ状況に応じ、学年や担任の裁量にお

いて臨機応変に対応させていただきます。あらかじめご承知おきください。 

    

◎  本校は、一人一人のお子様を全教職員で 

見守っていきます。お子様の体調や様子等で 

気になること等ございましたら、遠慮なく 

お申し出ください。 

 

 

 

 

共通理解及び学校教育活動方針 
 

 



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯電話（キッズ携帯・スマホなど）・ネット通信は、便利な一方、犯罪やネット依存あるいは人間関係の崩壊

につながりかねない危険な一面をもっています。 

 

子どもたちを上記のようなトラブルから守るためには、ご家庭でのルールづくりがとても重要です。学校でも 

今年度から一人一台の PCを導入することもふまえ、マナーや情報モラルの学習をしっかりと重ねてまいり

たく存じます。 

 

今後のことも視野にいれながら、今一度、お子様の携帯電話・ネット通信などの使い方のルールについて、 

ご家庭でも話し合っていただきますよう よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

【ルール作りのポイント】 
① 親子で話し合ってルールをつくること 

② 子どもが守れるルールをつくること 

③ ルール違反が明確なルールをつくること 

④ ルールを気分で運用しないこと 

⑤ ルール違反にはどうすればよいか 

子どもと考えること 

 

携帯電話（キッズ携帯・スマホ）・ネット通信をめぐる 

トラブルから子どもを守るために！ 

！ 

 

【ご家庭でのルール作りの例】 

（１） 自宅内では居間で使う。 

（２） 食事中や家族の懇談中、深夜には使わない。 

（３）一定の金額以上は使わない。 

（４）学校での使用は学校のルールに従う。 

（５）他人を傷つけるような使い方をしない。 

（６）知らない人からの連絡がきた場合は、 

  すみやかに保護者に報告する。 

（７）ルール違反や日常の生活に支障が生じている 

  場合には利用を停止とする。 

                など 

 

 

保護者の方が、携帯やネット通信などの専門家である必要は決してありません。子どもと一緒に、場合によっ

ては、子どもに教わりながら勉強するのもよいと思います。一番危険なことは、保護者の方が子どもに対して 

無関心でいることです。子どもたちは将来、さまざまな IT機器を使っていくことでしょう。そのとき、いかに 

賢いユーザーに育っているかは我々大人の責任であると思っています。子どもたちを賢いユーザーに育てるた

めにも、私たち大人が携帯やネットなどとの在り方に関心をもち、真摯に向き合うことです。 

ご家庭と学校とで連携し、子どもたちを育んでまいりましょう。 

 

 

    

 

子どもたちを賢いユーザーに育てるために！ 



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学期 教育懇談会 ご案内 

＊教育懇談会の目的 

お子様を真ん中に、学校と保護者の皆様で、情報共有を行い、今後のお子様の 

 教育活動をより豊かなものにしていくために実施しております。 

上記にございますように、新型コロナ感染の状況もふまえまして、保護者の方に

は、ご来校ではなく、Ｚｏｏｍによる教育懇談会ライブ配信も受け付けます。 

詳しくは、下記をご参照の上、ご希望の方は連絡箋にてお知らせください。 

あらためて ＩＤとパスワードをご案内させていただきます。 

（なおご来校の場合は、感染防止の意味でも、お子様同伴で図書コーナー待機

の形はご遠慮いただきますようご理解の程よろしくお願いいたします。） 

   

 

 

４月６日（火）令和 3年度 １学期 教育懇談会について 

ご案内させていただきます。 

ただし、新型コロナ感染を徹底して避けるためにも一同に

講堂にて会することは避けてまいります。そのため、 

Ｚｏｏｍ参加も可とし、実施させていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育懇談会実施における 

      新型コロナ感染予防対策 

① 教育懇談会全体会は、密を避けるた

め一同には集まらず、各教室にて 

オンタイムでＺｏｏｍ配信を電子黒板 

にてご覧いただくご参加となります。 

② 学級懇談会はマスク・手消毒は必須

とし、各学級でご参加いただきます。 

③ 教室内は、換気を徹底し、空気清浄

器を稼働させ、加湿もいたします。 

④ ご来校の際には、恐れ入りますが 

非接触式の体温計での検温への 

ご協力よろしくお願いいたします。 

教育懇談会オンライン参加希望について 

■オンライン希望申し込み方法： 

お子様の連絡箋にてオンラインご希望の旨 

ご連絡ください。担任から、Zoomの IDと 

パスワードをお伝えいたします。 

オンラインでのご希望締切 ４月５日（月） 

■留意点：担任からお伝えいたしました ID と

パスワードは外部に漏れることがないよう

ご留意ください。教育懇談会開始時間の 

５分前には、オンラインにて入室ください。 

オンライン参加の方のご質問はお受けで

きませんこと、機器のトラブル等には対応

できかねますことは、あらかじめご承知お

きください。 


