
 

 

ご入学・ご進級 おめでとうございます 

 

 本校はコミュニティースクールとして「共に学び、共に支え、共に創る三谷小学校」の精神をか

かげています。第１学年から第６学年までの全校児童総勢５４６名でのスタートです。どの学年の

どの子にとっても、希望あふれる平成３１年度となるよう、教職員一同、気持ちも新たに子供たち

一人一人と丁寧に向き合ってまいります。 

 

新入学の９１名の一年生は、小学校生活に夢ふくらませ、入学式では、立派な態度で、緊張し

ながらも、笑顔をたくさん見せてくれました。新しく三谷小学校に転入した９名のお友達も始業式

では元気に自己紹介ができました。みんな三谷小の仲間です。 

 

春爛漫、春麗。どの学年のどの子もそれぞれが、自分に自信をもち、新しい一年間を歩み出し、

自分への挑戦を図る、希望の一年間にしてほしいと思います。              

 

さて、 学校には、学習や学校生活を支援してくれる組織として、「学校支援地域共生本部」が

あります。地域との共生をコーディネートしてくれる素晴らしい組織です。地域の方、保護者の協力

なくして、これからの三谷小学校の教育、社会が期待する教育は前には進みません。これからの

子供たちへの教育は、大人が総がかりで進めていくようになります。 

 

保護者・地域の皆様との「共育」の考えに立ち、お互いに助け合い、協力し合って三谷小学校

らしい教育を進めていきたいと考えています。 

 地域、保護者の方々の思いを受け止めつつ、私たち教職員は心をこめて仕事を行ってまいりま

す。 

 

『子供たちみんなが友達や先生に会いたいと登校してくる三谷小学校』 

『保護者の皆様から、子供を通わせてよかったと思われる三谷小学校』 

『地域の皆様に愛され、地元の誇りだと感じていただける三谷小学校』 

を目指し、子供の健全な成長のために全力を尽くします。 

この一年間、子供たちが、自信と誇りをもって過ごせるよう、皆様のご支援とご協力をよろしくお

願いいたします。 
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みんなでつくる わたしの いきいき生活 推進中 



平成３１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 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常時程 月 火 水 木 金 土 短縮時程

開　門 7:45 7:45

入　室 8:10 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) 8:20～8:35

１５分休み １０分休み

休　憩 10:20～10:40 10:20～10:40

休　憩 1:25～1:40 1:10～1:20

閉　門 4:00 　 4:00

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)

１校時 8:45～9:30 1校時 1校時

３校時 10:45～11:30

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 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

給  食

１５分休み １５分休み

11:35～12:20 4校時 4校時

放課後 3:35～3:55

６校時

2:35～3:20
委員会／クラブ

委2:45～3:30

ク2:45～3:45

6校時

登校時刻 8:10～8:20

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

2校時

1校時
8:30～9:15

朝の会(10分) 朝の会(10分)

1校時 1校時

帰りの会
12:05

最終下校

6校時 6校時 6校時



5校時

給  食
帰りの会

5校時 5校時 5校時
6校時

1:55～ 2:40
委員会／クラブ

委2:05～2:50

ク2:05～3:05

5校時
1:05～ 1:50

3:15～3:55

8:35～8:45

8:45～9:30

9:35～10:20

10:45～11:30

11:35～12:20

12:20～1:10

（清掃なし）

1:25～2:10

2:15～3:00
委員会／クラブ

委2:25～3:10

ク2:25～3:25

朝遊び7:45～8:10

 

給　食 12:20～1:10

清　掃 1:10～1:25 清　掃 清　掃

５校時 1:45～2:30

４校時

～水曜時程について～ 

「水曜時程」の日は、以下のような下

校時刻になります。 

水曜時程４時間 １３：１０最終下校 

水曜時程５時間 １４：００最終下校 

水曜時程６時間 １６：００最終下校 

委員会活動の日 １６：００最終下校 

クラブの日   １６：００最終下校 

～短縮時程について～ 

「短縮時程」の日は、以下のような

下校時刻になります。 

短縮時程４時間 １３：３０最終下校 

短縮時程５時間 １４：２０最終下校 

短縮時程６時間 １６：００最終下校 

委員会活動の日 １６：００最終下校 

クラブの日   １６：００最終下校 

～放課後遊びについて～ 
 
 
 
 
 
 

 ６時間授業の日は、

放課後に校庭で遊ぶこ

とができます。６時間

授業でも、そのあとに

職員の会議などが入っ

た場合は、放課後遊び

はなしになります。 



   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 

８ 月 始業式 入学式 地域訪問週間始 

９ 火 

安全指導 給食始 2 年以上  

身体測定 4・5・6 年 

５時間授業（2 年以上） 

10 水 ４時間授業（２年以上） 

11 木 
体育朝会（集団行動） 

歯科検診４・６年 ５時間授業（２年以上） 

12 金 
1 年生を迎える会 ５時間授業（２年以上） 

学校説明会・保護者会（高）   SC 

15 月 

児童朝会  １年生給食始 

身体測定 1・2・3 年 

学校説明会・保護者会（中） 

５時間授業（２年以上） 

16 火 
読み聞かせ・朝読書 

５時間授業（２年以上） 

17 水 委員会活動５・６年  聴力５年 

18 木 

音楽朝会  国学力調査６年 

歯科検診 3・5 年 

学校説明会・保護者会（低） 

５時間授業（２年以上） 

19 金 
運動タイム  口腔保健指導１年 

５時間授業（３年以上） 地域訪問週間終  SC 

20 土 
第１回土曜授業 地区班集会  

全校３時間授業 

22 月 
児童朝会（委員長紹介） 

聴力３年 避難訓練 

23 火 

読み聞かせ・朝読書  遠足 2 年 

聴力１年 松花堂弁当６年 

富士学園移動教室説明会 5 年 

24 水 聴力検査２年 

25 木 
遠足４年 内科２・６年 

松花堂弁当５年 

26 金 離任式 ５時間授業（２年以上）SC 

27 土  

28 日  

29 月 昭和の日 

30 火 退位の日 

４月の生活目標 
 

きまりよい生活をしましょう 

 平成３１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」を

定め指導しています。最初の保護者会でもう

一度、担任と確認してください。なお、「三谷

スタンダード」はホームページに載せてあり

ます。ご家庭でもお子さんと一緒にご確認く

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 ～ 

12 日・15 日・18 日は学校説明会（学校経営

計画、担任紹介）が 14 時 10 分より体育館 

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。 

12 日（金）…5・6 年 15 日（月）…3・4 年 

18 日（木）…1・2 年 

学校運営協議会 

4 月 20 日（土） 12：05～ 

・学校運営協議会及び教職員紹介 


