
  

 

転 出＜お世話になりました＞ 

・原  佳子先生 退職 

・鷹取  睦先生 大阪狭山市立北小学校へ 

・河田 直樹先生 堺市立金岡南小学校へ 

・菱木 奈美先生 大阪狭山市立北小学校へ 

・山本 ゆかり先生 退職 

・村井 日出夫さん 退職 

 

※離任式は中止となりました。 

 ご了承ください。 

転 入＜よろしくお願いします＞ 

・遠藤 綾子先生  

大阪狭山市立西小学校より 

・藤田 源己先生  

 柏原市立国分中学校より 

・磯田 康俊先生 

松原市立松原西小学校より 

・近藤 絵里子先生   

大阪狭山市立北小学校より 

・中村 謙二さん   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

校  長 酒匂 雅夫 教  頭 平島  和   

１年１組 河本 圭司 １年２組 山本 奈幹   

２年１組 藤井 理恵 ２年副担 小林 直樹   

３年１組 藤田 源己 ３年副担 磯田 康俊 非常勤講師 下垣内 裕子 

４年１組 安澤 孝洋 ４年副担 𠮷野 なつみ 外国語（中学年） 原 祥子（南二小より） 

５年１組 林  美咲 ５年副担 山岸 若子 外国語（高学年） 月安 武（南中より） 

６年１組 西光 雄士 ６年２組 遠藤 綾子 臨時技師（栄養士） 達川 晴香 

なかよし１組 松原 忠大 なかよし２組 森岡 昭子 なかよし３組 小坂 眞希子 

学びの支援員 近藤 絵里子 学びの支援員 青木 絢子 図書館司書 小園 治子 

養護教諭 平井 志穂 事 務 吉田 圭佑 地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 田中 晶子 

スクールサポートスタッフ 富永 敏子 安全管理員 中村 謙二 安全管理員 藤川  嵩 

『学校だより』で毎月の行事予定をお知らせします。 

１年間の行事計画は後日配付します。予定は変更になる場合があります。 

 ５年生 臨海学舎 ９月３０日（木）～１０月１日（金） 

 ６年生 修学旅行 １１月１８日（木）～１９日（金） 

 運動会 １０月１７日（日）代休１８日（月）  

  予備日１８日（月） 

 土曜参観 １１月６日（土）代休８日（月） 卒業式 ３月１８日（金） 
 

 
持ち物に「組・名前」の記入を 

 
新しい教科書をお配りしまし

た。子どもたちは、わくわくして
持って帰りました。他にも、新し
くなった持ち物もあると思います
ので、学校に持ってくる物には、
組と名前を書くようお願いしま
す。 

コロナウィルス感染拡大防止のための行事等の変更に

ついて 

４～５月に実施予定の学習参観 → 中止 

PTA総会 → 紙面開催 

家庭訪問 → 予定通り実施 

さやまっ子遠足（支援学級） → 中止 

連合運動会（６年） →中止   春の遠足 → 徒歩による実施 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６日（木）諸費引き落とし日（４，５月分） 

７日（金）中学年遠足 １３日（木）眼科検診 

１４日（金）低学年遠足 １９日（水）委員会  

２０日（木）歯科検診  ２５日（火）尿検査２次 

２６日（水）クラブ    

２７日（木）５年すくすくテスト ６年学力・すくすくテスト 

３１日（金）心臓検診２次 

※予定は、変更になる場合

があります。その場合は、

担任より連絡いたします。 

学校行事 保健関係

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月 入学式準備（新６年登校）　

6 火 入学式　

7 水

8 木 始業式
２～６年　12:15下校
１年　11:30下校

9 金 読書 ４時間授業　PTA公開抽選
２～６年　12:30下校

１年　11:30下校

10 土

11 日

12 月 給食開始 １年　11：50下校

13 火 読書 二測定　

14 水 学習

15 木 内科検診9:45～

16 金 読書 聴力検査　３・５年

17 土 PTA委員総会

18 日

19 月 1年給食開始 心臓検診9:30～

20 火 読書 集団下校 聴力検査１・２年

21 水 学習 委員会 視力検査６・５・４年 ４年　２：５０下校

22 木

23 金 読書 ５，６年遠足（錦織公園） 視力検査３・２・１年

24 土

25 日

26 月 家庭訪問　４時間授業 尿検査1次 全学年　13：30下校

27 火 読書 家庭訪問　４時間授業 尿検査1次 全学年　13：30下校

28 水 学習 家庭訪問　４時間授業 全学年　13：30下校

29 木 昭和の日

30 金 読書 家庭訪問　４時間授業 心臓検診（東小）9:00～ 全学年　13：30下校

　　４月行事予定

日 曜日 朝会
行事予定

下校・その他



令和３年度 授業時間・日課表 
学年・曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

１年 ５時間 ６時間 ４時間 ５時間 ５時間 

２年 ５時間 ６時間 ４時間 ５時間 ６時間 

３年 ５時間 ６時間 ５時間 ６時間 ６時間 

４年 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 

５年 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 

６年 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～日課表～ 

始 業    ８時３０分 

朝の会    ８時３０分～ ８時４５分 

１時限    ８時５０分～ ９時３５分 

２時限    ９時４５分～１０時３０分 

３時限   １０時５０分～１１時３５分 

４時限   １１時４５分～１２時３０分 

給 食   １２時３０分～１３時１５分 

掃 除   １３時１５分～１３時３０分 

昼休み   １３時３０分～１３時４５分 

移 動   １３時４５分～１３時５０分 

５時限   １３時５０分～１４時３５分 

６時限   １４時４５分～１５時３０分 

終わりの会 １５時３０分～１５時４５分 

                  ※「一小タイム」のある木曜日は１、２年生

も６時間授業になります。 

                       １年生の「一小タイム」は２学期以降から

となります。  

 

朝の会 

  火曜日：児童朝会・読書タイム 

   水曜日：学習タイム 

金曜日：児童朝会・読書タイム 

 

下校時刻（基本） 

 ４時間授業 

    １３時４５分ごろ 

 ５時間授業 

    １４時５０分ごろ 

 ６時間授業 

    １５時４５分ごろ 

 

行事等によって日課時間を変更する場合があ

ります。変更時の下校時刻については学年でお

知らせします。 

≪一小タイム≫ 

木曜日の６時間目に自

学自習力を高めるために、

１年生から３年生は「１０

０級ワーク」、４年生から

６年生は「自ら学ぶノー

ト」等を使って学習する時

間のことを「一小タイム」

とよびます。今年度の実施

については現在検討中で

す。 

多層指導モデルＭＩＭ（ミム）を導入しています 

 １年生の「こくご」では、ひらがな、カタカナの読み書きの学習を

通して、音と文字の結びつきを理解させることが大変重要な課題です。 

 大阪狭山市の小学校では、文章がすらすら読めるようになることを

めざして、子どもたちが特につまずきやすい「特殊音節」に焦点をあ

てた指導（多層指導モデルＭＩＭ）を導入しております。 

 読みのつまずきを早期発見、早期支援をすることは、子どもたちの

学力を高める上でとても大切だと考えています。 

 教育委員会や専門家と連携しながら、ＭＩＭ指導を活かして効果的

な指導が提供できますように学校として努力していきたいと思います

ので、ご家庭でも宿題等で子どもたちの言葉の学習を応援していただ

きますようお願い申し上げます。 

 


