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４月号
お子様のご入学，ご進級おめでとうございます。
令和４年度がはじまりました。今年は１２２名の新１年生を迎え，全校児童は７５５名，教職員数
６８名でスタートします。本年度は，愛情と情熱と使命感をもって指導に当たり，学びを生かせる児
童を育てるとともに，全ての子どもが安心して学べる学校をつくっていきます。また，「学ぶことを
人とつながることを 楽しむ」を重点目標とし，コロナ禍ではありますが，可能な範囲で児童を取り
巻く人々との触れ合いを大切にして，生きた学びを充実させていきます。本年度も，ご協力をお願い
いたします。
校長 髙島 恭一

☆学年会計報告についてのお知らせ☆
今年度より会計報告の配布時期を変更します。１学期の会計報告は２学期の始業式，２学期の会計
報告は３学期の始業式に，３学期の会計報告は３学期の修了式にお知らせします。集金額や集金日な
どについては５月号よりお知らせします。

☆学校だより等への情報掲載について☆
学校だより・ホームページ等で，学校の様子をお知らせしています。その際，子どもたちが活躍し
ている様子を記事として掲載したいと考えていますが，個人名や顔写真の掲載を遠慮されるご家庭に
つきましては，後日配布する情報掲載の同意書にて担任にお知らせください。
共長小学校 ℡ 46-5161 担当：教頭

☆各学年からのおしらせ☆
学 年 紹 介

学 習 予 定

ｏ「学校は楽しいね。」と思えるようなク ｏ入学プログラムにしたがい学習を進めます。
ラスにしていきたいと思います。よろし 毎週配布する学習予定をご覧ください。
くお願いします。
ｏ「昨日よりも今日が楽しいと思える」そ
んな学級をつくりたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
１
ｏ子どもたちが安心して学校を楽しめる
年
よう支援していきます。１年間よろしく
お願いします。
ｏドラえもんのように，子どもたちに夢と
希望をもたせることができるように努
めていきますので，よろしくお願いしま
す。
ｏ２年生の学年目標は「元気な子」です。 国語…じゅんばんにならぼう ふきのとう
２
子どもたちが１年間元気いっぱい過ご
図書館たんけん 春がいっぱい
年
せるよう，共に歩みを進めていきます。
きょうのできごと ともだちをさがそう
よろしくお願いします。
書写…はじめの学習

ｏ先生１年目，ドキドキと楽しみな気持ち
でいっぱいです。日々笑顔を胸に皆さん
と楽しい学校生活を送りたいと思いま
す。よろしくお願いします。
ｏ育児休暇をいただいておりましたが，こ
のたび復帰いたしました。子どもたちが
学校に行くのが楽しいと思えるよう，取
り組んでいきます。
ｏ少しお兄さんお姉さんになった子ども
たちとたくさん学び，たくさん遊び，充
実した１年を過ごしていきたいです。

算数…ひょうとグラフ 時こくと時間
たし算とひき算
生活…まちたんけん
やさいづくりのじゅんびをしよう
音楽…強さやはやさをかんじて
図工…ふしぎなたまご しんぶんしとなかよし
体育…体ほぐしの運動遊び
道徳…「はるがいっぱい」（自然・愛護）
「知らない人にも」（礼儀）
「あいさつ」（礼儀）

ｏ一人一人のよさを見つけ，子どもたちが
お互いに認め合うことができるクラス
にしたいです。よろしくお願いします。
ｏ自ら考えて行動する。物事の本質を考
え，なぜそうなるのかを考えられるクラ
スにしていきたいです。１年間よろしく
お願いします。
ｏまた皆さんと一緒に過ごせることをう
れしく思います。新しく始まる理科や社
会が楽しみですね。元気いっぱいがんば
３
りましょう。
年
ｏ新しいことがたくさん始まる３年生。子
どもたちの興味・関心を深め，楽しく充
実した時間にしていきます。よろしくお
願いします。

国語…オリエンテーション 詩を楽しもう
読んで，そうぞうしたことをつたえ合おう
本は友だち１ 国語辞典を使おう
漢字の広場１ きせつの言葉１
社会…社会科の学習へようこそ！
わたしたちの住んでいる市のようす
算数…わくわく算数学習，九九の表とかけ算
わり算
理科…しぜんを見よう・生き物を調べよう
植物を育てよう
音楽…にっぽんのうた みんなのうた（１）
楽ふとドレミ
図工…しぜんの色
絵の具＋水＋ふで＝いいかんじ！
体育…体つくり運動（からだほぐしの運動）
走・跳の運動（かけっこ・リレー）
外国語…Hello！あいさつをして友だちになろ
道徳…「あなたならできる」（節度・節制）
「おそろしいゲームいぞん」（節度・節制）
「ロバを売りに行く親子」（節度・節制）
総合…オリエンテーション

ｏ「心を一つに」を大切に，１年間楽しく
過ごせたらと思います。思い出に残る幸
せな１年間を共に作り上げましょう。
ｏ「誰もが楽しく安心して過ごせる学級」
を目指したいと思います。１年間よろし
４
くお願いします。
年 ｏ安心して来られる学級を作っていきま
す。明るく楽しい１年間を目指して，一
緒に過ごしましょう。
ｏ１０歳になる節目の年に，一緒に過ごせ
ることを楽しみにしています。１年間ど
うぞ よろしくお願いします。

国語…詩を楽しもう 場面と場面をつなげて，考え
たことを話そう
算数…わくわく算数学習 角とその大きさ
折れ線グラフ
理科…星ざ 季節と生き物
社会…わたしたちの県のようす
音楽…スキルアップ
にっぽんのうた みんなのうた(１)
図工…しぜんのかたち 絵の具でゆめもよう
立ち上がれ！ねん土！
体育…体つくり運動 走・跳の運動
外国語…世界のいろいろなことばであいさつしよ

う
道徳…「つながるやさしさ」（親切・思いやり）
「心と心のあく手」（親切・思いやり）
「ゆめは世界一のプロ野球マスコット」
（個性の伸長）
総合…オリエンテーション
ｏ何事にも全力で楽しみながら取り組ん
でいける学級・学年を作れるように努力
していきます。よろしくお願いします。
ｏ笑顔と思いやりがあふれるクラスにで
きるよう，全力で頑張ります。１年間よ
ろしくお願いします！
ｏ子どもたちから学び，子どもたちと共に
５
考えたり学んだりして，子どもたちも自
年
分も成長することができる１年にしま
す。
ｏみんなで協力して，笑顔がたくさんのク
ラスにしたいと思います。明るく頑張り
ますので，よろしくお願いします！

国語…教えて，あなたのこと かんがるのっておも
しろい なまえつけてよ 図書館をつかいこ
なそう 漢字の成り立ち 春の空 きいてき
いてきいてみよう
書写…場面に合わせた書き方
社会…世界から見た日本 日本の地域や気候
算数…整数と小数 体積
理科…天気の変化 植物の発芽や成長
音楽…にっぽんのうた，みんなのうた（１）
図工…心に残ったあの時 あの場所
家庭…ガイダンス 私の生活，大発見！
体育…体つくりの運動 陸上運動
外国語…Unit １ Hello, friends.
道徳…今度こそ！ 心をつなぐあいさつ
総合…環境大調査

ｏ最高学年として小学校生活最後の集大
です。皆さんで最高の１年間を作りあげ
ていきましょう。
ｏクラスの皆が「ONE TEAM」になれるよ
う，名前のとおり元気よくがんばりま
す。小学校生活の最後の１年間を楽しみ
ましょう！よろしくお願いします！
ｏまた皆と一緒に過ごせることがとても
６
嬉しいです。最後の小学校生活を全力で
年
楽しみましょう。１年間，よろしくお願
いします。
ｏ昨年の１年生からたくさんの優しさと
素直さをもらって，１年ぶりに皆さんの
ところに帰ってきました！１年間よろ
しくお願いします。

国語…詩を味わおう

視点のちがいに着目して読
み，感想をまとめよう 本は友達 漢字の形
と音・意味
書写…文字の旅 はじめの学習
社会…憲法と政治のしくみ
算数…対称な図形
理科…ものの燃え方と空気
体育…体つくりの運動
図工…わたしの大切な風景（絵）
家庭… 見つめてみよう 生活時間 朝食から健
康な一日の生活を
音楽…にっぽんのうた みんなのうた（１） 短調の
ひびき
外国語…Unit １ This is me!
道徳…「志を立てる」－松下幸之助－（希望と勇気）
「父の言葉」（親切・思いやり）
「絵地図の思い出」（友情・信頼）
総合…わたしたち地球人

ｏ今年度もみんなと一緒に過ごすことができとても嬉しく思います。「できる！わかる！」が
ひ
増えるよう，頑張っていきます。よろしくお願いします。
ま
ｏ毎日笑顔で安心して学校に来られるよう，楽しく実りのある学校生活にしていきたいと思い
わ
ます。１年間よろしくお願いします。
り
ｏ１日の積み重ねを大切にして，子どもたちが成長できるように指導，支援させていただきま

す。よろしくお願いします。
ｏ「学校に行くのが楽しい！」と元気に通えるようなクラスにしていきたいと思います。１年
間よろしくお願いします。
ｏ今年度より育児休業から復帰しました。午前中，子どもたちと過ごします。子どもたちの気
持ちを一番大切に，温かい指導をしていきたいです。よろしくお願いします。
ｏ今年度，午前中は３年生・４年生・５年生の音楽専科をし，午後からひまわり５組の担任を
します。音楽を通して，ひまわり学級のみなさんと楽しい時間を過ごせたらと思います。よ
ろしくお願いします。

４月予定
日 曜

５月の予定
下校時刻

行事
1年
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3年
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日 曜
5年

行事

6年

1

金

1

日

2

土

2

月 朝会

3

日

3

火 憲法記念日

4

月

4

水 みどりの日

5

火

5

木 こどもの日

6

水 入学式

6

金

7

木

11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30

7

土

11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35

8

日

9

月

8
9

着任式 新任式 始業式
学活・学級写真撮影
３時間授業
金
③通学団会
土

10 日
11 月

10 火
給食開始 身体測定（ひまわり）
①②学力テスト（２～６年）⑥委員会

③地震避難訓練
歯科検診(午後)

朝会 尿検査
１年通常日課開始
40分授業
心肺蘇生法講習
体力テスト(2,3,5年)

11:30 14:25 14:25 14:25 15:20 15:20

11 水 心電図(1.4年)

12 火 身体測定（６年・４年）

11:30 14:40 15:35 15:35 15:35 15:35

12 木 体力テスト(4,5,6年)

①②学力テスト（６年）
身体測定（２年・５年）

11:30 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35

13 金 体力テスト(1,4,6年)

14 木 身体測定（１年・３年）

11:30 14:25 14:25 15:20 15:20 15:20

14 土

15 金 ①知能検査（２年・４年・６年）

11:30 14:40 15:35 15:35 15:35 15:35

15 日

きらきらチャレンジ
ウィーク

16 月

歯科検診
⑥委員会

13 水

16 土
17 日

きらきらチャレンジウィーク～２３日
共長コミュニティ総会

18 月

朝会
視力・聴力検査（５年）

11:30 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25

18 水 内科検診

19 火

全国学力学習状況調査（６年）
１年給食開始 視力・聴力検査（２年）

13:30 14:40 15:35 15:35 15:35 15:35

19 木 40分授業

20 水

視力・聴力検査（３年）
離任式

13:30 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35

20 金 内科検診

21 木

歯科検診
１年４時間授業開始

13:30 14:25 14:25 15:20 15:20 15:20

21 土

22 金

②１年生を迎える会
歯科検診

13:30 14:40 15:35 15:35 15:35 15:35

22 日

17 火 歯科検診(午後)
交通安全教室(1,2年)

23 土

23 月

40分授業
教育相談

24 日

24 火

40分授業
教育相談

25 月

朝会 ４０分授業
②授業参観 視力検査（４年）

13:20 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

25 水

40分授業
教育相談

26 火

４０分授業
②授業参観

視力・聴力検査（１年）

13:20 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05

26 木

40分授業
教育相談

27 水

４０分授業
②授業参観

視力検査（６年）

13:20 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05

27 金

40分授業
教育相談

13:30 14:25 14:25 15:20 15:20 15:20

28 土

28 木 歯科検診

代表委員会

29 金 昭和の日

29 日

30 土

30 月

31 月

31 火

朝会
クラブ

