
転出並びに転入教職員の紹介 ４月の人事異動により次の転出入がありましたのでお知らせします。

　　　　　生駒市立あすか野小学校　　学校だより　２０２１

日 曜 行　　事　　予　　定 そ　の　他

6 火 始業式

7 水 短縮B校時　二測定(5、6年)

8 木 短縮A校時　給食開始(2～6年)

9 金 第41回入学式

10 土

11 日

12 月 二測定(2～4年)

13 火 視聴力(6年)　

14 水 給食開始(1年)　視聴力(5年)

15 木 視聴力(4年)

16 金 二測定(1年)　委員会①

17 土

18 日

19 月 視聴力(3年)

20 火

21 水 視聴力(1～3年)

22 木 短縮A校時　視聴力(1年)　家庭確認①

23 金

24 土 　

25 日

26 月

27 火

28 水 短縮A校時　内科(6年)　家庭確認⑤

29 木 昭和の日

30 金 社会見学(3、4年)　視力再検査　内科(1年)

　新型コロナウイルスの感染拡大が、関西を中心に心配な状況となってきて
おります。昨年度同様、学校でもマスクの着用、手洗い、換気等、感染予防
対策を講じていきます。引き続き、毎朝、お子様の検温のご協力、よろしくお
願いいたします。行事の方もなかなか見通しがつきにくいところです。今後の
状況によっては変更、中止等もありますことをご了承ください。

短縮A校時　検尿一次忘れ　家庭確認④　　田畑カウンセラー来校

職員紹介

４月 ９日 入学式

人権尊重の精神を基盤として、心身ともに健康で、
社会の変化に対応し、生き抜くために必要な資質・能力をそなえた子どもの育成

検尿一次　心電図(1年)

短縮A校時　家庭確認②

　本年度の指導の重点として、

①お互いの違いを認め合い、支え合う集団づくりを通して、豊かな心を育

む指導を行います。　②基礎的、基本的な学習内容の定着を図り、自ら学

ぶ態度を育む指導を行います。　③遊びや運動に親しみ、好んで運動に取

り組む態度を養い、たくましい心とからだを育成します。　④進んであい

さつを行い、安全な廊下歩行を行う態度を養う等、基本的生活習慣を定着

させます。

短縮A校時　視聴力(2年)　家庭確認③

入学・進級おめでとうございます
　４月６日（火）の始業式から1週間がすぎました。子どもたちは、
それぞれ学年が1つ上がり、新しい友だち、先生とともに、また新た
な歩みを進めてくれています。９日（金）には１５７名の１年生が入
学し、令和３年度のあすか野小学校は、全学年が５学級、たんぽぽ７
学級の合わせて３７学級となり、全校児童数９６６名でのスタートと
なりました。６日、９日とも天気に恵まれ、校庭の草花も春の陽光を
浴びて色とりどりに元気よく咲き、子どもたちの進級や入学をお祝い
してくれました。
　本校では、教職員一同、一人ひとりの子どもたちとしっかりと向き
合い、子どもたちが心豊かにたくましく成長していけるよう全力で取
り組んでまいります。そして、子どもたちのよりよい成長のために、
家庭・地域・学校が連携し、協力し合うことを大切にしていきたいと
考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

めざす学校像 めざす教師像

○　活力にみちた学校
○　一人ひとりが大切にされる学校
○　創意と特性が活かされる学校

○　健康で明るい先生
○　子どもと向き合い、あたたかく、
　　 きびしく指導する先生
○　研修に励み、信頼される先生

　○　なかよく支え合う子
　○　よく考え学び合う子
　○　のびのびと鍛え合う子

　　○　自ら考え行動できる子
　　○　人と関わり合える子

めざす子ども像

一人ひとりが輝く学校

5月 6日（木） 社会見学（５年)
視力再検査

7日（金） 社会見学（１・６年)
内科(４年）

10日（月） 社会見学（２年)

心電図予備日

11日（火） 内科(３年）

12日（水） 全校朝会(Meet)
内科（５年）

13日（木） 眼科検診
（１年 ５・６年抽出）

14日（金） 委員会②

４月の異動で、あすか野小学

校校長に着任しました、

小野 雄史（おの たけし）で

ございます。
子どもたちが、とても明るく
あいさつをしてくれるので、元
気をもらっています。保護者の
皆様、地域の皆様には、子ども
たち、学校を温かく見守ってく
ださり感謝申し上げます。精一
杯がんばりたいと思います。ど
うそよろしくお願いいたします。

祝電ありがとうございま
した。

１年生１５７名が入学しました。

ちょっぴり緊張の表情をうかべな

がらも、担任からの呼びかけに

しっかり返事をし、話を聞いてく

れていました。

校　　長 小野　雄史 教　　頭 奥田　隆史

主　　幹 武田　昭二 ５年１組 大森　康貴

１年１組 髙橋　美香 ５年２組 三木　麻友美

１年２組 丸本　まりな ５年３組 望月　友見

１年３組 中島　弘枝 ５年４組 妹尾　桃子

１年４組 福岡　枝里子 ５年５組 橋本　夢仁

１年５組 緒方　甲 ６年１組 橘内　爽太

２年１組 大西　有香 ６年２組 寺村　斉

２年２組 紙谷　真穂 ６年３組 吉井　友子

２年３組 朝山　顕一朗 ６年４組 小熊　由香里

２年４組 野中　速也人 ６年５組 南本　定映

２年５組 田辺　千晶 たんぽぽ 山野　可奈子

３年１組 矢野　知慧 たんぽぽ 山本　剛顕

３年２組 中川　佐惠子 たんぽぽ 柏木　良二

３年３組 中村　祐輔 たんぽぽ 上武　豊彦　

３年４組 西口　耀 たんぽぽ 西尾　健

３年５組 藤原　早紀 たんぽぽ 松井　友洋

４年１組 上岡　美樹 たんぽぽ 渡邉　爽

４年２組 野間　崇文 音楽・書写 山本　浩司

４年３組 東尾　彩夏 家庭・書写 切石　さより

４年４組 入江　美冬 音楽・書写 米田　真由美

４年５組 朝岡　基史 英語 森本　那津子

少人数指導 村田　裕幸 初任者指導 秋田　知美

少人数指導 瀧口　奈央 事　　務 高橋　雅代

養　　護 小山　明友美 事　　務 増田　三佐枝

養　　護 清水　美穂 校　　務 植田　敏嗣

転出 転出先 転出 転出先 転入 前任校 転入 前任校

石村 吉偉 野村 祐輝 小野 雄史 大森 康貴

紙谷 淳司 大田 智博 望月 友見 秋田 知美

上田 愛 松井 功 寺村 斉 増田 三佐枝

脇田 奈緒子 武部 結衣 南本 定映 中村 祐輔

岩下 昂平 谷口 裕章 瀧口 奈央 東尾 彩夏

松本 菜々子 持田 ゆかり 米田 真由美 渡邉 爽

外山 智裕 野中 速也人


