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この春に入学する1年生は、新しいランドセルや机を買ってもらって期待に胸を膨らませ

ていることと思います。

私たちは、ひとつの段階(ステージ)に安住することはできず、生まれてからずっと次々と

遭遇する新しい生活環境に慣れてゆかなければなりません。馴染んでいる今の生活から抜け

出して、次のステップに足を踏み出すことには不安がつきものです。それを乗り越えるため

の後押しというか引っ張ってくれる期待や希望のようなものが実感できれば、ずいぶん楽に

なると思います。そういう意味では、子どもたちの成長には、年齢の異なる仲間や周囲の大

人たちが大きな影響を及ぼすことが理解できます。それらの人たちは、自分の将来を思い描

くための最も身近でリアルなモデルだということも素直にうなずけるはずです。自分がどう

いう道筋をたどって成長してゆくのかを、期待をもってイメージできるかどうか、そのため

の適切なモデルが身近にいるかどうかが重要になってくるわけです。

まとめますと、成長期には「等身大のモデル」になってくれる身近なガイド役が重要だと

いうことです。ここまで話を進めてくると「モデル」探しをしなければならなくなりますね。

ご安心ください。小学部には、そのモデルが大勢います。新入生にしてみれば、2年生以上

の学年のお兄さんやお姉さんがモデルです。2年生にしてみれば3年生以上の学年がモデルに

なります。もしかすると、同学年の同級生(あるいはクラスメート)がモデルかもしれません。

いえいえ、もっと考えてみると年下の下級生もモデルになる時があるかもしれません。そん

な大きな気持ちで今日からの小学部生活をとらえてください。あっ、ひとつ忘れました。小

学部の先生たちも「モデル」です。

本日4月8日、令和2年度(2020年度)の第１学期の始業式です。進級おめでとうございます。

明後日4月10日は入学式です。今年度は74名の新１年生を迎えます。一日も早く小学部に慣

れ、元気に楽しく学校生活を送れるよう皆で応援したいと思います。

小学部では、今年度も教育目標である「知・徳・体のバランスのとれた人間性を育成する」

ことを基本としつつ、児童一人ひとりの個性を充分に伸ばせるようきめ細やかな指導に努め

てまいります。この教育目標を一言で言い表すと「小さな紳士・淑女」の育成となります。

作新学院新聞「入学式号」でも書き記しましたが、紳士・淑女とは「やりたいことをやるの

ではなく、やらなくてはならないことをやる人」だと思います。それぞれの子どもたちの学

年齢によって、あるいは一人ひとりの成長や目標・夢によって「やらなくてはならないこと」

があると思います。もちろん、教職員一同力を尽くしてまいりますので、保護者の皆様にも

更なるご支援をいただきたくお願い致します。子どもの健やかな成長のためにはご家庭と学

校との連携が何よりも肝要かと思います。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

教職員の異動等について
昨年度末をもって、英語講師のヘザー先生と部長代理の小池先生が退職いたしました。

とくに小池先生には長年にわたり小学部を牽引していただきました。また、岡田幸子小学

部部長が異動により小学部から離れました。紙面の都合上お別れの言葉を書ききれません。

ご健康に留意されご活躍を祈りたいと思います。

小学部では、今年度新たに山下夏歩教諭をお迎えしました。

音楽が大好きな先生です。よろしくお願いします。

また、昨年度まで副部長だった八島禎宏が小学部部長を拝命しました。

児童・保護者の皆さまに小学部の学校生活に満足していただけますよう

誠心誠意励む所存です。よろしくお願いいたします。

渡辺由紀子教諭には今年度から学年主任をお願いすることになりました。ただ、4月中は

病気療養中という事情があり休暇となります。この間、教務主任の柏倉教諭が代行します。

担任紹介
学

年
学年主任 クラス 担 任 副担任・学年付き

1

年
生井 智子

1-1 荒井 由美

学年付き; 山下 夏歩1-2 今井 努

1-3 小柳 佳美

2

年
山口 尚子

2-1 前田 忍

学年付き; 松本 恵2-2 菊池由香利

2-3 渡辺 順

3

年
岡村 眞由美

3-1 川上 賢一

3-2 関 洋子

3-3 伊藤 尚毅

4

年
柵山 輝美

4-1 野中 毅

学年付き; 矢板 拓子4-2 上野 妙子

4-3 佐野 庄吾

5

年
青山 隆

5-1 田中 武志

学年付き; 斎藤 崇5-2 西垣 麻理子

5-3 長尾 貴子

6

年
渡辺 由紀子
(代行;柏倉孝幸)

6-1 小倉 剛志
学年付き; 鎌田暁美

(3 組担任代行;柏倉孝幸)
6-2 小笠原 聖子

6-3 渡辺 由紀子

各種検診・検査予定
日にち 検診名 学年・学級

4月20日(月) 心電図 1年・4年

4月20日(月) 尿検査 全学年

4月21日(火) 胸部Ｘ線撮影 心電図有所見者

5月11日(月) 歯科検診 全学年

6月17日(水) 内科検診 全学年

7月 1日(水) 眼科検診 全学年



【小学部の新型コロナウイルス対策】について
昨年度の２月からじわじわと脅威が迫ってきた新型感染症のコロナウイルスは、残念ながら収

束を見ていません。一刻も早い「終息」に至るようどなたもが願っていることと思います。

小学部では、新型コロナウイルス対応として下記に挙げる対策を実施します・

◇授業について

・朝の会と特活にかかる時間帯を「0 時限」として、3 月から休校となって授業が欠けてしまっ

た単元について補習を行います。補習後、順次新学年の授業に繋げるよう工夫します。およそこ

の期間は 5 月中を目度とします。

・急遽、当面の間 C 日課を策定し対応することとしました(次ページ参照)。

◇健康安全について

・毎朝の健康チェック、検温を徹底します。これにはご家庭の協力が不可欠です。健康チェック・

検温は毎朝登校前にご家庭でお願いします。担任への届出方法は、「一斉メールのアンケート機

能」を活用します(別紙にて詳細を書き記してあります)。

・手洗いを徹底します。ただし、児童数と蛇口の数は同数ではありません。原則として、休み時

間ごとに「分散手洗い」を指導します。

・換気に最大限注意を払います。教室の上窓は常時開放し、窓の開閉も時間を決めて実行します。

・給食時は、前向き給食を実施します(第一校舎)。また、食堂棟での給食(第二校舎)は各テーブ

ルに各二人とし、さらに長机を配置しました。テーブルとも長机とも間を話し、対面しないよう

前向きとしました。

◇行事について

・いわゆる 3 密を防ぐため、いくつかの行事の縮小あるいは日程変更をしています。大きなと

ころでは、5 月上旬に予定していた修学旅行を 10 月上旬に日程変更しました。詳しくは、添付

されている年間行事予定表をご覧ください。

※これらの対策は、現時点で最良と思われることを実行しようとするものです。今後も、国や地

方自治体、あるいは監督官庁・他の専門機関等から新たな情報や対応策が出るものと思われます。

その際は、その時点で最良と思われる方策を実行する考えです。保護者の皆さまには今まで以上

の更なるご理解とご協力をお願い致します。

その他の検査予定
※視力検査;5/13…5・6年 5/14…3・4年 5/15…1・2年
※聴力検査;6/11…1・2年 6/12…3・5年
※色覚検査;10 月ごろに実施予定…1・4年の希望者

連 絡 事 項
１．小学部の開門は、7:40am頃です。時間を調整して登校させてください。

あまり早く登校しても校舎内に入れませんのでご理解ください。

２．交通事故等の防止のため、出がけに保護者の方からの一声をお願いいたします。

３．9日(木)から授業が開始されます。

教科書・ノート・学用品・体育着などの記名、学年の書き直しをお願いいたします。

４．10日(金)は、入学式です。小学部全児童と共に新入生をお祝いしたいのですが、新型

コロナウイルス対策のため、会場には新入生・新入生の保護者・教職員のみの参加と

なります。当日、学童保育パレットはお休みです。

５．学級懇談会は、4/15(水)・16(木)です。

・4/15(水)…４・５・６年生 4/16(木)…１・２・３年生 駐車場は西駐車場です。

・１～５年は2:30pmより各教室で行います。 児童の下校は、1:30pmです。

・例年この時期は6年生の修学旅行説明会をしていますが、新型コロナウイルス対策

で修学旅行を10月の上旬に変更しているため、修学旅行説明会はありません。

※混雑が予想されますので、できるだけ公共の交通機関をお使いください。

※来校時にはスリッパをお持ちください。

６．授業料・納付金の銀行引落としは毎月7日です。前日の6日までにお振込みください。

保護者総会について
4 月 23 日(木)午後１時４０分より、保護者会総会を開催予定です。例年、通常の総会の他に、

小学部英語教育の成果の一端をご披露したり、新２年生が英語で「思い出アルバム」の発表をし

ていますが、これもまた新型コロナウイルス対策のため、議案のみの総会となります。児童の活

躍の様子は、後日何かの機会にご披露できればと考えています。ご理解のほど、よろしくお願い

いたします。

お願い
小学部のホームページや入学案内に子どもたちの写真を掲載する場合がありますので、ご

了承ください。なお、個人情報の扱いについては十分注意を払い、慎重に扱ってまいります。
写真掲載についてご要望があれば担任にご連絡ください。

なお、作新学院のホームページが昨年度来リニューアルされています。もちろん、小学部
のホームページも同様です。児童と教職員の織り成す学校生活をご覧ください。

公共の場におけるルールやマナーについてのお願い
小学部では日頃より公共の場所や交通機関を利用する際のマナーを指導していますが、時

折、「バス・電車」の車内で大きな声で話をしたり、空いている座席に荷物を置いたり、車

内を駆け足で移動したりなど、小学部児童の「乗車マナー」についての苦情が寄せられます。

作新小学部の児童としての誇りと自覚をもった言動がとれますよう、ご家庭でも折に触

れて話し合いやご指導をお願い致します。

また、交通安全についての注意をご家庭でも喚起してくださいますようお願いします。

命の大切さやルールを守ることの大切さなど、機会をとらえてお話しいただけると幸いで

す。

重ねてのお願いです。お子様の登下校時の自家用車による送迎につきましては、近隣の

店舗・住民・通行中の皆様のご迷惑となるような行為はお控えください。安全とマナーに

充分ご留意の上、送迎いただきたくお願い申し上げます

桜が咲き雪が舞う、一の沢キャンパスにある

「一校一家」の写真です。



B 日課について

よりきめ細やかな学習指導・児童生徒指導をするために必要な教材研究をし打ち合わせを

するために、そして必要な会議や研修をするために、月に一日だけ生活時程を変えることに

しました。保護者の皆さまにはご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。

B 日課実施日は年計をご覧ください。

【平常日課】

登校時間 ８：１５まで

朝の活動 ８：１５～ ８：４５

朝の会 ８：４５～ ８：５５

第１時間 ９：００～ ９：４５

第２時間 ９：５５～１０：４０

第３時間 １０：５０～１１：３５

第４時間 １１：４５～１２：３０

給食 １２：３０～１３：１０

昼休み １３：１０～１３：３０

清掃 １３：３５～１３：５０

第５時間 １４：００～１４：４５

第６時間 １５：００～１５：４５

帰りの会 １５：４５～１６：００

下校 １６：００

【B 日課（水曜日・月１回）】
登校時間 ８：１５まで

朝の会 ８：１５～ ８：３０

第１時間 ８：３０～ ９：１０

第２時間 ９：２０～１０：００

第３時間 １０：１０～１０：５０

第４時間 １１：００～１１：４０

給食 １１：４０～１２：２０

昼休み １２：２０～１２：３５

清掃 １２：４０～１２：５５

第５時間 １３：０５～１３：４５

第６時間 １３：５５～１４：３５

帰りの会 １４：３５～１４：５０

下校 １４：５０

C 日課について 【C 日課（新型コロナウイルス対応として当面の間）】

登校時間 ８：１５まで

朝の会 ８：１５～ ８：３０

第１時間 ８：３０～ ９：１０

第２時間 ９：２０～１０：００

第３時間 １０：１０～１０：５０

第４時間 １１：００～１１：４０

給食 １１：４０～１２：２０

清掃 １２：２５～１２：４０

帰りの会 １２：４５～１３：００

下校 １３：００

当初、「C 日課」は策定していなかったのですが、新型コロナウイルス対応として急遽用

意しました。作新学院の一の沢キャンパスに通う園児・児童・生徒のうち、高校生や中等

部生の下校が早まることとなりました。そこで、下校時の混雑を避けるために分散下校と

いう意味合いで小学部の下校を当面の間上記の表のようにします。下校は全学年とも午後 1

時です。緊急事態対応としての措置ですので、保護者の皆さまには重ね重ねですがご理解

とご協力の程、よろしくお願いいたします。

4 月の行事

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定

8 水 始業式 21 火 委員会活動 心電図再検

10 金 入学式 22 水
スポーツテスト(4～6年)

★B 日課

14 火 委員会活動 23 木 保護者会総会・役員会

15 水
学級懇談会(4～6 年)

1 年給食開始
27 月

聖話(放送で)

自転車安全教室(4 年)

16 木
学級懇談会(1～3 年)

委員承認式
28 火 委員会発表(放送で)

17 金 制服採寸 29 水 祝・昭和の日

20 月 心電図(1・4 年)・尿検査 30 木 委員会発表(放送で)

【重要・休校のお知らせ】
例年通りでしたら、このような予定でしたが、今回は新型コロナウイルスの感染拡大の

影響で大幅に変更になります。昨日、政府から発令された緊急事態宣言を受けて『4/9(木)

から 4/22(水)までの休校』が決定されました。今後も小学部からのメール配信をよく確認

してくださるようお願いいたします。一日も早い終息を願うばかりです。


