
幸手市立吉田小学校 学校だより ≪平成30年４月9日4月号≫
＜学校教育目標＞ ＜児童数＞

☆みんなと仲良くする子 にこにこ 男子 ４９名
☆こつこつ勉強する子 わくわく 女子 ３４名
☆しっかり運動する子 のびのび 合計 ８３名

今日が楽しく､
明日が待ち遠しい学校づくり

校 長 二階堂 朝 光

校庭の桜も若葉を出し始め、ピンクから新緑の洋服に衣替えする風景が見えるようになりま
した。保護者の皆様、地域の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
お子様の進級・ご入学を心からお祝い申し上げます。今年度は、１年生４名の入学があり、

吉田小学校全児童８３名でスタートしました。
平成３０年度 １年生 ４名 ２年生 １９名 ３年生 １３名

４年生 １９名 ５年生 １４名 ６年生 １４名
子供たちは、校庭の新緑の葉のようにぐんぐん育とうとしています。この子供たちの「認め

られたい・人の役に立ちたい・学びたい」と願う心を次のことを指導の重点として学校づくり
を目指します。

１ あいさつのできる子 ＜目を見て笑顔で＞
・生きる喜びを味わわせる体験活動 ・コミュニケーション能力の育成

２ 夢を追いかける子 ＜将来の自分をイメージして＞
・学ぶ喜びを味わわせる読書、体験活動 ・挑戦することの大切さ

３ 逆上がりのできる子 ＜自分の体重を支える力を＞
・知育、徳育を支える体力の育成
・できる喜びを味わわせ、体育での得意種目を育成
・遊びや運動で培える社会性・根性・規律・礼儀の育成

４ トイレのきれいな学校 ＜トイレ磨きは心磨き＞
・きれいなトイレは心もきれい ・働くことの大切さの実践

５ みんなで読書６０００冊

この重点の達成には、教職員が一丸になり全力で指導に取り組むことは勿論、学校－家庭－
地域社会との連携・協力体制が不可欠です。ぜひ、今年度もご支援ご協力をお願いいたします。
最後になりましたが、今年度 前校長 齊藤 嘉保 先生の後を引き継いで校長になりました
二階堂 朝光(ともみつ)と申します。浦和市で教員としてスタートし、加須市、そして、こ
の幸手市と異動して参りました。保護者の皆様、地域の皆様には、至らない点ばかりでご迷
惑をおかけすると存じますが、ご支援ご協力の程よろしくお願いします。

子育て四訓
乳飲み子からは 肌を離すな 幼児は肌を離して 手を離すな
少年は手を離して 目を離すな 青年は目を離して 心を離すな

• いつまでも「肌を離さなかったら」極めて強い依存心をもったまま甘えた大人になります。
• いつまでも「手を離さなかったら」人から教えて貰わないと問題を解決できない大人になります。
• いつまでも「目を離さなかったら」何かに庇護されていないと責任も負えない大人になります。

子供は親から離れられるまで育てられたこと、親は子供を自信をもって離せるまで育てた
こと、そして離れてもお互いの心が離れていないことが大切であると考えます。

平成３０年度吉田小学校教職員 転退職した職員
校 長 ○○ ○○（○○市立○○小学校より） ◇転出職員
教 頭 ○○ ○○ ○御世話になりました
教 務 主 任 ○○ ○○ ・○○ ○○ 校長
１ 年 １ 組 ○○ ○○（○○休業より復帰） ＜定年退職＞
２ 年 １ 組 ○○ ○○ ・○○ ○○ 教諭
３ 年 １ 組 ○○ ○○（○○市立○○小学校より） ＜定年退職＞
４ 年 １ 組 ○○ ○○ ・○○ ○○ 教諭
５ 年 １ 組 ○○ ○○ ＜○○市立○○小学校へ＞
６ 年 １ 組 ○○ ○○ ・○○ ○○ 教諭
あすなろ１組 ○○ ○○（○○市立○○小学校より） ＜○○市立○○小学校へ＞
あすなろ２組 ○○ ○○ ・○○ ○○ 教諭
養 護 教 諭 ○○ ○○（○○市立○○小学校より） ＜退職＞
主任専門員 ○○ ○○ ・○○ ○○ 事務主幹
業 務 主 事 ○○ ○○ ＜定年退職＞
業 務 主 事 ○○ ○○ ・○○ ○○ 図書館協力員
学校栄養士 ○○ ○○ ＜退職＞
教育支援員 ○○ ○○
図書館協力員 ○○ ○○（新採用） ○ご多幸・ご活躍を
産 休 ○○ ○○ お祈りいたします。
＜４月の主な行事予定＞ ＜５月の主な行事予定＞
９日（月） 第１学期始業式・入学式 １日（火） ４時間授業・給食後下校

３時間授業・集団下校 ２日（水） 離任式・５時間授業
１０日（火） 通学班編成・３時間授業 ３日（木） 憲法記念日

一斉下校 ４日（金） みどりの日
１１日（水） 給食開始・委員会活動 ５日（土） こどもの日

体位測定・視力検査（４・６年） ７日（月） 交通安全教室
１２日（木） 埼玉県学力・学習状況調査 （２・３校時）

（４・５・６年） ８日（火） 表札訪問①・５時間授業
体位測定・視力・聴力検査（１年） ９日（水） 委員会活動・全校田植え

１３日（金） 読み聞かせ・４時間授業 １０日（木） 表札訪問②・５時間授業
一斉下校 １１日（金） 表札訪問③・５時間授業
体位測定・視力・聴力検査 第１回学校運営支援協議会

（２・３・５年生） １３日（日）～１８日（水）
１７日（火） 全国学力・学習状況調査(６年) 東中学校区アウトメディアチャレンジ

陸上練習開始（５／２２まで） １５日（火） 内科検診(１・２・４年)
１８日（水） １年生を迎える会・クラブ活動 １６日（水） 内科検診(３・５・６年)
１９日（木） 歯科健診（全学年） クラブ活動
２０日（金） 第１回授業参観・学級懇談会 １７日（木） 尿検査（１日目）

ＰＴＡ総会 １８日（金） 尿検査（２日目）
２３日（月） 全校遠足 １９日（土） 第１回ＰＴＡ奉仕作業
２５日（水） 小児生活習慣病予防検診（４年） ３時間授業・避難引渡訓練

クラブ活動 ２２日（火） 第１回校内漢字大会
２６日（木） 色覚検査（４年希望者） 心臓検診（１・４年）

全校遠足予備日 ２３日（水） クラブ活動
２９日（日） 昭和の日 ２４日（木） 市内陸上競技会
３０日（月） 振替休日 ２５日（金） 市内陸上競技会予備日

おはなしの森
２８日（月） プール清掃
２９日（火） 第１回校内計算大会
３０日（水） 委員会活動
３１日（木） 読み聞かせ

○今年度、最初の諸経費引き落とし日は、５月１日（火）です。２か月分の引き落としとなり
ます。通帳の残高をご確認いただき、引き落としができるようにご協力をお願いします。


