
 

 

 

「ありがとうございました」 

        前校長 山岸 一良 

本校に着任して 7 年が経ちました。保護者の皆

様、地域の皆様のお力を借りて、子供も保護者の

皆様も、そして地域の皆様、教職員もが、気持ち

よく過ごすことができる学校を創り出していくた

めの仕事を本日今日ここに一度閉じることにしま

した。ありがとうございました。着任時は、東日

本大震災が起こり、日本中が大きな悲しみに包ま

れる中で地域・保護者との連携や災害への取り組

み方についての発想の転換を図る年でした。この

年ほどに「いのち」の大切さ、「いきる」ことの大

切さを痛感したことはありません。 

 7 年間の中で、食育から保健。そして、健康と

学校を取り巻く環境も濃く、そして厚くなりまし

た。文部科学省表彰、東京都優秀校表彰があり、

目まぐるしい中での日々を送らせていただきまし

た。ご理解、ご協力に感謝しております。 

 この間創立 60 周年記念式典等、地域の持ち味が

発揮でき、保護者の皆様の優しい、穏やかな学校

への対応には頭が下がりました。 

 子供たちが日々幸せに学び、笑顔あふれる生活

を過ごす。これが、いのちを大切にし、生きるこ

とへの感謝と喜びにつながり、その先に「自信」

が生まれ「誇り」として身に付くものが、あれば

と良しです。 

 子供たちが幸せに楽しく過ごすことができる学

校づくりにご協力くださいました、「チーム三谷」

の多くの皆様に心より感謝申し上げますとともに、

ますますのご発展をお祈り申し上げます。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

「どうぞよろしくお願い申し上げます」 

         校長 加納 直樹 

私は、４月１日付けをもって杉並区立三谷小学

校に着任いたしました加納と申します。本校の教

育の発展に尽くされた山岸一良校長先生の後任と

して勤めることになりました。微力ではございま

すが、三谷小学校の歴史と伝統を引き継ぎ、全教

職員と共に精一杯の教育活動を進め、一歩でも高

めていくことが私の使命であると考えています。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日７６名の１年生を迎え、全校児童５２７名

で、平成３０年度の本校の教育がスタートしまし

た。どの児童も、新学期を迎え、入学や進級の喜

びと希望に胸をはずませながら元気に登校してき

ました。 

本校は地域運営学校として地域と共に育つ学校

づくりをスローガンに掲げ、「ちいき」をキーワー

ドに様々な教育活動を展開し、やがて地域社会に

貢献できる人材を育てるために、次のような教育

目標を定めています。 

「地域ではぐくみ、世界へ巣立つ三谷の子」 

ち  知識を広げ、知恵を深める 

い  いのちをみつめ、心をはぐくむ 

き  気力を養い、体をきたえる 

この高き目標の実現を目指し、「自分に自信をも

ち」「所属する組織に誇りをもてる」子供たちを育

てるために日々の教育活動を積み重ねてまいりま

す。学校全ての取組において、保護者の皆様や地

域の皆様のご支援・ご協力があって、より効果が

上がるものです。そのため、今まで以上に 

学校・家庭・地域との連携を密にしたいと考えて 

います。今年度も引き続き、ご支援・ご協力をお

願い申し上げます。 
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杉並区立三谷小学校 

みんなでつくる わたしの いきいき生活 推進中 

 



平成 30年度 生活時程 

○１単位時間は 45 分 水曜日のクラブ活動のみ 60 分      1.2 校時 3.4 校時 5.6 校時の間はノーチャイム 

 

月 火 水 木 金 土

開門 7:45

入室 8:10

朝の時間 8:20～ 8:35
児童朝会

学級・学年の時間

(8:20～8:35)

読み聞かせ
朝読書

(8:20～8:35)
朝の会(10分)

児童集会
学習タイム
(8:20～8:35)

運動タイム
外遊び

(8:20～8:35)
朝の会(5分)

１５分休み １0分休み

休　憩 10:20～10:40

休憩 1:25～1:35

閉　門 4:00 　

1校時
８：３０～９:１５

朝の会(10分) 朝の会(10分)

１校時 8:45～ 9:30 1校時 1校時 1校時 1校時

２校時 9:35～ 10:20 2校時 2校時

朝の会 8:35～ 8:45 朝の会(10分) 朝の会(10分)

2校時

4校時 4校時
給  食

12:00～12:50

3校時
10:25～11:10

2校時

2校時
９:２０～１０：０５

２０分休み ２０分休み

3校時 3校時 3校時 3校時
4校時

11:15～12:00

４校時 11:35～12:20 4校時 4校時

３校時 10:45～11:30

清掃 1:10～1:25 清掃 清掃

5校時
1:00～1:45

１０分休み １０分休み

５校時 1:40～2:25

12:20～1:10 給  食 給  食 給  食 給  食
帰りの会

放課後 3:35～3:55

5校時 5校時 5校時
６校時

１：５０～２：３５

委員会／クラブ

委1:55～2 :40

ク1 :55～2 :55６校時 2:30～3:15 6校時

 

給食

朝遊び7:45～8:10

登校時刻 8:10～

1校時
8：25～9:10

2校時
9:15～10：00

3校時
10:15～11:00

4校時
11:05～11:50

帰りの会
12:00

  最終下校

6校時 6校時 6校時



3:05 最終下校

5校時

 



  ４月 学 校 行 事 

※ SC … スクールカウンセラー来校日 

 

日 曜 学 校 行 事 

６ 金 始業式 入学式 

９ 月 

児童朝会  給食始 2 年以上  

５時間授業（2 年以上） 

身体測定 4・5・6 年    

10 火 
学校説明会・保護者会 5・6 年 

安全指導日    14:25 下校 

11 水 全校 4 時間授業  13:05 下校 

12 木 
委員会活動 5・6 年（６校時）  

内科検診 2・3・6 年       SC 

13 金 

1 年生を迎える会  

学校説明会・保護者会 3・4 年 

身体測定 1・2・3 年  

16 月 
児童朝会   視力検査 6 年  

１年生給食始 

17 火 
読み聞かせ 

国学力調査６年  遠足（2 年） 

18 水 
全校 4 時間授業   13:05 下校 

歯科検診（2・4 年） 

19 木 
音楽朝会 歯科検診（3・5 年）14:25 下校 

学校説明会・保護者会 1・2 年   SC 

20 金 運動タイム 視力検査 4 年 

21 土 第１回土曜授業 地区班集会 11:00 下校 

23 月 
学級・学年の時間  避難訓練 

交通安全教室（1 年） 

24 火 
読み聞かせ 視力検査（3 年） 

富士学園移動教室説明会（5 年） 

25 水 視力検査 2 年 クラブ活動（６校時） 

26 木 
児童集会  歯科検診（1・6 年） 

遠足（4 年）           SC 

27 金 離任式 

29 日 昭和の日 

30 月 振替休日 

４月の生活目標 

○きまりよい生活をしましょう 

 平成３０年度がスタートしました。子供た

ちがより快適に学習や生活をしていくために

は、教職員、保護者、地域、そして子供たち

自身が、どのようなことを行ったり考えてい

ったりすればよいのかを共通理解することが

大切です。毎月この欄では、学校での子供た

ちの生活の様子や保護者のみなさんにお願い

したいことなどについて、書いていきます。 

 三谷小では、共通理解をより深めるために、

学校のきまりや休み時間の過ごし方、安全、

持ち物などについて、「三谷スタンダード」と

いうパンフレットにまとめています。最初の

保護者会で配布されましたら、お子さんと一

緒に内容をご確認ください。 

 ４月の生活目標は「きまりよい生活をしま

しょう」です。「きまり」というものは守れな

かった人を罰するためのものではありませ

ん。一緒に生活する仲間が、お互いに気持ち

よく過ごすためにあるものです。新しい学年

が始まる４月は、いろいろなことを一緒に考

えられるよい機会です。ご家庭でも、時間や

持ち物の確認をしていただくとともに、きま

りの「意義」についても話題にしていただき

たいと考えます。 

 

～ お 知 ら せ ～ 

10 日・13 日・19 日は学校説明会が 2 時 10

分より体育館（学校経営計画、担任紹介） 

で行われます。その後、各学年に分かれて 

保護者会を行います。 

10 日（金）…5・6 年 13 日（火）…3・4 年 

19 日（木）…1・2 年 

学校運営協議会 

平成 30 年 4 月 21 日（土） １２：０５～ 

・学校運営協議会及び教職員紹介 


