
  

  

 

 

 
 ご入学・ご進級おめでとうございます！ 

昨年度より引き続き、光風台小学校校長を務めさせていただきます「内野慎也（う

ちの しんや）」と申します。今年度もコロナ禍の中での学校運営となりますが、

「できることをできる範囲で」最大限子どもたちの力を伸ばしていきたいと考えてお

ります。今年度も保護者・地域のみなさんと一緒に学校づくりを進めてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 ４月８日、新１年生３０名を迎え、転入生４名を迎え、光風台小学校は全校児童２

１５名となりました。１人ひとりの児童の力をこの１年でどれだけ伸ばすことができ

るのか、身の引き締まる思いでいっぱいです。 

今年度、下記のような学校教育目標をもとに、「保幼小中一貫教育の推進」と「地

域とともにある学校づくり」の２本柱の取組みの検討・実施し、保護者・地域の皆さ

んに『信頼していただける学校づくり』をめざして、教職員全員で精一杯取り組んで

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

本年度の教育目標 
昨年度末から新年度にかけて、教職員で学校の教育目標を見直しました。光小の子

どもの優れたところ、課題を出し合い、めざす子どもの姿を考えた結果、下記の目標

になりました。真面目でとても素直、思いやりもある。しかし、失敗を恐れがちで

堂々と意見を伝えられない、指示を待ってしまう面もある。昨年度までの取組みを継

続・発展させ、保護者のみなさま、地域のみなさまのご意見・アイデアをいただきな

がら、子どもたちの笑顔が輝く、「楽しくてたまらない学校」をめざしたいと思いま

す。どうかご支援ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス対策の徹底・継続にご協力ください 
 

☆毎日ご自宅での検温・健康チェック（所定用紙に記入、現在デジタル化を検討） 

☆マスクの着用（予備も持たせてください）、手洗い・手指消毒の徹底 

☆教室など室内での換気を徹底    ☆密集、密接を避ける 

 

教職員異動のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月当初の体制 
校長 内野 慎也 支援学級 乾 智志 支援員 鈴木 雅美 

教頭 野坂 昭紀 支援学級 天野 玲子 支援員 関戸 里美 

事務 山村 圭佑 支援学級 森石 裕子 支援員 内田 香織 

1年 1組 谷脇 純一 支援学級 藤村 胡桃 支援員 山田 明美 

2年 1組 押谷 佳恵 支援学級 杉本 祥子 支援員 村田 律子 

3年 1組 福島 典子 通級指導 永岡 麻子 支援員 磯田 信子 

4年 1組 岡 節子 専科（国算） 田畑 幸造 支援員 森本 雅世 

５年 1組 久保 智子 専科（理科） 卯木 康裕 図書館司書 成田 いおり 

5年２組 佐藤 亮介 専科（音楽） 今西 梓 授業支援 奥畑 章子 

6年 1組 松石 洋子 養護教諭 
西森 那奈 

別府 夏 
授業支援 平野 卓爾 

SE（図書館教育

推進担当） 
東 しのぶ 栄養教諭 澁谷 文 理科支援 越智 輝雄 

ALT ドイル・エイミー SSW 大久保 賢一 校務員 岡田 裕康 

※給食調理員さん ８名 

PTAベルマーク運動「黒板けしクリーナー」をいただきました 
昨年度末に、PTA 学級委員会の皆様のご協力により、学校に

黒板けしクリーナーを６台寄贈いただきました。古くなっていた

ものと交換して、各教室などで活用させていただきます。どうも

ありがとうございました。 

 退職・任期満了の先生 大変お世話になり、ありがとうございました 

・早瀬 雅子先生  ・奥畑 章子先生 

 

 転出した先生 新しい学校でもご活躍をお祈りしております 

 ・謝花 千恵先生（豊能町立東ときわ台小学校へ） 

  

 着任した先生 これからどうぞよろしくお願いします 

 ・久保 智子先生（吉川小学校から）  ・押谷 佳恵先生（新規採用） 

・杉本 祥子先生（東能勢小学校から） ・田畑 幸造先生（池田市立池田小学校から） 

・卯木 康裕先生（東能勢中学校から） ・森本 雅世先生（支援員） 

令和３（20２１）年 

４月８日 4月号 NO.1 

校長 内野 慎也 

豊能町立光風台小学校 



「よくわかる光風台小」（2021年版）を配付します 
 

保護者が豊能町の各学校園所の統一した取組みを知り、学

校との連携や理解を深められるよう、豊能町の９校園所がそ

れぞれ作成した「よくわかる光風台小（202１年度版）A3

のシートを配付します。光風台小のきまりが一枚に収められ

ており、冷蔵庫などに貼っていただいて、何かのおりに見て

いただけるようにしています。豊能町の HP からも閲覧で

きます。 

 また、家庭や地域のみなさんと子どもたちの「家庭学習の時間や内容をよりよくす

るための手引き」として、豊能町教育委員会 HP に「学びのススメ」が掲載されてい

ます。小・中学生が活用できるように構成されていて、小学生が中学生への学習の見

通しを持てたり、中学生が小学生の学び直しができたりすることをねらいとしていま

す。是非、ご家庭でご活用ください。 
 

保護者に関連する行事 3 月にも一部お知らせしましたが、現在の予定をお知らせいたします。 

  

  ４月１５日（木）    学級懇談会 ＰＴＡ委員選出・互選会 

  ５月１１日（火）    授業参観 学級懇談会 ＰＴＡ総会 

     

 

６月２８日～ 7月２日 個人懇談（水曜日は除く） 

  ８月２７日（金）    海洋学習説明会 

  ８月３１日（火）    修学旅行説明会 

 １０月１５日（金）    人権参観 学級懇談会 

 １１月１２日（金）    学習発表会 

１１月２９日～１２月３日 個人懇談（水曜は除く） 

 １２月２３日（木）    ＰＴＡ清掃 

  ２月１９日（土）    学校公開（授業参観・学級懇談） 

３月１８日（金）    卒業式 

 

 

          

 

 

＊ 年間行事予定は４月中に配付します。 

＊ 変更する可能性のある行事もありますので、月ごとの学校だよりでご確認ください。 

        

令和３(２０２１）年４月行事予定

日 曜
時間

割表
 行 事 予 定　 給食 下　　校

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水
入学式前日準備（６年登校）

（吉中入学式　）

8 木 入学式9:30　始業式10:30 1年11：00頃　　2年～6年12：00

9 金 短縮４時間授業　二測定　視力・聴力検査 1年11：00頃　　2年～6年12:10

10 土

11 日

12 月 ２～６年給食開始　　二測定　視力・聴力検査 ○
（2～6年）

1年11：30頃　　２・３年15:00　４～６年15:45

13 火 対面式　内科検診13:30 ○
（2～6年）

1年11：30頃　　２年15:00　３～６年15:45

14 水
水曜５時間授業　　離任式

二測定　視力・聴力検査
○

（2～6年）
1年11：30頃　２～６年14:30　

15 木

短縮５時間授業　尿検査一次（１回目）

学級懇談（６限）14:10

委員選出・互選会15:00（体育館）

○
（2～6年）

１年11：30頃　２～６年14:05

16 金 尿検査一次（２回目）　　内科検診13:30 ○
（2～6年）

１年11：30頃　２～６年15:45

17 土

18 日

19 月 1年給食開始　内科検診13:30 ○ 1年14：30頃　　２・３年15:00　４～６年15:45

20 火 1年心臓検診10:30　眼科検診13:30 ○ １・２年15:00　３～６年15:45

21 水 短縮４時間授業　給食後下校 ○ 全学年13:00頃

22 木 耳鼻科検診13:30  PTA運営委員会①18:30 ○ １・２年15:00　３～６年15:45

23 金
火災避難訓練　２限　SSW①

耳鼻科検診13:30
○ １年15:00　２～６年15:45

24 土

25 日

26 月 地区集会（5限）　集団下校 ○ 全学年14:40頃

27 火 ○ １・２年15:00　３～６年15:45

28 水 委員会① ○ １～４年14:30　５・６年15:30

29 木 昭和の日

30 金 A ○ １年15:00　２～６年15:45

○月・火・木・金曜日　　５限下校　１５：００　　６限下校　　１５：４５
○水曜日　　　　　　　　　５限下校　１４：３０　　６限下校　　１５：３０

　　 ○最終下校　　１６：３０（４月～１０月，３月）　　１６：１０（１１月～２月）

調

A

B

A

春
休
み

以下、新型コロナウイルス感染症防止ため、今後実施を延期・中止する可能性があります 

５月２９日（土）    運動会  

（現在の新型コロナウイルス感染症拡大状況により日程変更の可能性あり） 


