
城陽市立今池小学校 令和３年(2021年) ＜めざす児童像＞
４月６日発行 ・よく考える子

・助け合う子
第 １ 号 ・体をきたえる子

ホームページ 城陽市立今池小学校 で 検索 全校児童数
327人

新年度を迎えて
校長 大岩 洋一

今年は、例年よりも暖かい日が続き、校庭の桜も３月中に満開を迎えました。
保護者の皆様におかれましては、お子様のご入学、ご進級誠におめでとうございます。穏やかな春

の陽気とはうらはらに、新型コロナウイルスの猛威は依然として終息の気配を見せませんが、学校と
しましては引き続き感染対策を講じながら、子どもたちが安心・安全に学校生活を送れるよう精一杯
努めてまいります。毎朝の検温やマスクの準備など、ご家庭にもご協力をいただくことがありますが、
子どもたちの健康を守るためには、学校と家庭の連携・協力が大変重要ですので、ご理解くださいま
すようよろしくお願いいたします。
さて、本年度は、本校の創立５０周年という節目の年にあたります。子どもたちには昨年度、事あ

るごとに「思いやり」と「感謝」の気持ちをもつことの大切さについて話しをしてきました。本校で
は、「認め合おう！今池っ子！！」を合い言葉に、授業や学校行事等を通して「コミュニケーション
能力」をはぐくむことを研究主題として取り組んでいます。‘コロナ禍’の中ではありますが、創立
５０周年という記念すべき年でもあり、できる限りの取組を行いながら、学校教育目標にある『学び
合い、心豊かに、たくましく』生きる子どもたちの育成を目指して、よりよい学校づくりに励んでま
いる所存です。
本年度も、保護者の皆様、地域の皆様方の温かいご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

学校教育目標
「学び合い、心豊かに、たくましく」～個が輝き、地域に愛される学校～

職員紹介 どうぞよろしく

校長 大岩 洋一 ４－１ 籔内 達也 市特別支援教育支援員 鈴木 ひとみ
教頭 柳 宗一朗 ４－２ 中西 邦夫 理科専科教員 廣瀨 仁美
教務主任 山下 英史 ５－１ 矢口 紀子 英語専科教員 東森 陽子
すぎの子１ 吉田 明花音 ５－２ 久保 昂介 図書館司書 植垣 佐知子
すぎの子２ 辻村 禎夫 ６－１ 山﨑 みゆき 学校作業員 落合 義博
すぎの子３ 木田 浩子 ６－２ 土田 峻也 学校作業員 國松 定夫
すぎの子４ 西北 ひとみ 養護 新田 梓 学校作業員 坪倉 健一
１－１ 伊藤 恵太 事務職員 奥田 憲子 交通指導員 西田 清美
１－２ 松島 聖奈 市特別支援教育支援員 堀井 美由樹 交通指導員 大野 格
２－１ 呑谷 真弓 兼心の居場所サポーター 交通指導員 坂本 則彦
２－２ 榎本 裕 市教育充実補助員 殿村 麻里 給食配膳員 池永 早代子
３－１ 岡村 直敏 市学習支援員 松山 成明 給食配膳員 戸山 香織
３－２ 岡 結子 兼初任者研修後補充 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 川住 陽児

ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 岡本 彩
平岡 紬

転出・退職 保護者の皆様や地域の皆様には 転入 よろしくお願いいたします。
お世話になりました。

大槻 収 久津川小へ 柳 宗一朗 寺田西小から
松山 成明 定年退職 岡 結子 京田辺市立薪小から
沼田 ひろみ 寺田南小へ
佐々 摩利 退職
今中 照子 退職

あいさつ運動の取組について ４月の行事予定
今年度も月に１回「あいさつ運動」を ６ 火 Ｂ３校時 着任式 始業式

行います。保護者、地域の皆様にも協力 入学式準備(６年生のみＢ４校時)
いただき、元気で爽やかな挨拶が響くよ ７ 水 入学式(1 年生のみ 2~6 年は自宅学習)
う、よろしくお願いします。 ８ 木 Ｂ４校時 体測(4･5･6年)

９ 金 Ｂ校時 給食開始(２～６年)
５／１０（月） ６／ ７（月） 体測(1･2･3年･すぎの子)
７／５ （月） ９／ ６（月） 10 土

１０／４ （月） 11 日
１１／１ （月）<市一斉の予定> 12 月 １年４校時 聴力(1･2年)
１２／６ （月） １／１２（水） 内科(4･5年･すぎの子)
２／７ （月） ３／７ （月） 13 火 1年給食開始 委員会①

府学力テスト(4年)
聴力（3･4･6年･すぎの子）

【名札・安全帽についてのお願い】 14 水 検尿１次 通学班会
「児童の安全確保」の観点から、安全事項に 視力（1･2年･すぎの子）

ついてご協力よろしくお願いします。 15 木 視力（3･4年）聴力（5年）
16 金 授業参観・懇談 学級委員選挙

＜名札について＞ 視力（5･6年）
登下校時に名札を着用しません。校内で 17 土

着用し、次のような指導を行います。 18 日
①名札は教室に置く。 19 月 内科（1･6年）
②登校したら、左胸につける。 20 火 新体力テスト
③下校時に名札を教室に置く。 21 水 １年下校安全教室 クラス写真

※名札購入は「藤谷文房具店」まで 家庭確認日
22 木 耳鼻科（4･5･6年）

＜安全帽について＞ 23 金 内科（2･3年･林間）
登下校時には、全員必ず着用します。 ＰＴＡ委員総会

買い替え等で購入される場合は、「堀士呉服店」 24 土
で販売しています。新学年を気持ちよくスター 25 日
トできるよう、確認・準備をお願いします。 26 月 ５年林間学習説明会

27 火 新体力テスト（予備日）
歯科（1･4年･すぎの子

28 水 Ｂ４校時 当初懇談①
色覚（４年）

29 木 昭和の日
30 金 Ｂ４校時 当初懇談②
5/6 木 Ｂ４校時 当初懇談③

耳鼻科（1･2･3年･すぎの子）
5/7 金 Ｂ５校時 当初懇談④

１年生を迎える会

※新型コロナウィルスの感染状況により変更する場合があります

◇お願い◇

①各自が使用される上靴は左右それぞれ２箇所に氏名(フルネーム)が記入できるシンプルな物をお願いします。
生徒指導上、担任以外の教員にもわかるように、氏名のみをはっきりと記入してください。

氏名(前面に)

氏名(かかとに)

②小学校では生徒指導上の観点から染髪についても指導をしています。髪を染めることにより様々な生活の中で、
弊害も出てきます。保護者の皆様にはご理解をいただきますよう、重ねてお願いします。また、学校の授業などで
必要のない物(無くなったり壊れたりしたら困る物)は持って来ないよう、物には全て名前を書いていただきますよう
お願い致します。



令和３年度 校時表
城陽市立今池小学校

Ａ校時 Ｂ校時
月 火 水 木 金

予 鈴
８：３０ 8:30

朝学習（今池タイム）
朝の会（朝学習・健康観察・連絡など）

８：５０ 8:50

１ １ １ １ １
９：３５ 9:35
９：４０ 9:40

２ ２ ２ ２ ２
１０：２５ 10:25

（予鈴） 中 間 休 み
１０：４５ 10:35

３ ３ ３ ３ ３
１１：３０ 11:20
１１：３５ 11:25

４ ４ ４ ４ ４
１２：２０ 12:10

給 食
１：０５ 12:55

昼休み・移動 清 掃 昼休み・移動 清 掃

５ 昼休み ５ 昼休み
１：５０ １～３年 A:1:25～ 2:10 1:20

A:1:25～ 2:10 B:1:10～ 1:55

B:1:10～ 1:55 ５ ５ ５
１～３年 １年 １～２年

２：３５

２：４０ ６ 学力補充（高） 2:05
４～６年 2:10

A:2:15～ 3:00 ６ 下校指導 ６ ６
B:2:00～ 2:45 ４～６年 ２～６年 ３～６年
学力補充（低） 委・ク 3:05

最終下校
3:30最終下校 2:55

３：２５

最終下校時刻 ４：１０

この校時表を一年間保存し、ご活用ください。

令和３年度 今池小学校 年間の主な行事予定

４月 １０月
６日(火) 着任式･始業式 ９日(土) 運動会
７日(水) 入学式 １１日(月) 振替休業日

１６日(金) 参観･懇談･ １１月
学級委員選挙(全学年) ５日(金) 参観･懇談

２０日(火) 新体力テスト ６日(土) 市小学校駅伝大会
２６日(月) 林間学習説明会(５年) １０日(水) 持久走大会
２８日(水)/３０日(金) 当初懇談 １２月

５月 ４日(土) やましろ未来っ子
６日(木)/７日(金)当初懇談 EKIDEN

１３日(木) 修学旅行説明会(６年) １７日(金)/２０日(月) 個別懇談
１６日(日)/１７日(月) ２１日(火)/２２日(水) 個別懇談

林間学習(５年) ２３日(木) ２学期終業式
１８日(火) 林間学習の振替休業日 １月

(５年) ７日(金) ３学期始業式
２８日(金) 参観･ＰＴＡ総会 ８日(土) 土曜授業(Ｂ５)

６月 左義長(４･５ｈ)
３日(木)/４日(金) １１日(火) 振替休業日

修学旅行(６年) １３日(木)/１４日(金)
８日(火) 陸上交歓記録会(６年) 書き初め展

１９日(土) 土曜参観(Ｂ４) １４日(金) 昔のくらし･遊び体験(１･３年)
１･３･６年親レク(4ｈ) ２月

２１日(月) 振替休業日 ２日(水)/３日 図工展
７月 ３日(木) 参観･懇談(全学年)

２０日(火) １学期終業式 ＰＴＡ本部役員選挙
８月 １０日(木) ６年生を送る会

２７日(金) ２学期始業式 今池小創立５０周年
環境整備作業 記念行事

９月 ３月
７日(火) 校外学習(１･２年) １８日(金) 卒業証書授与式
９日(木) 校外学習(６年) ２４日(木) 修了式

１０日(金) 校外学習(３･５年)
１７日(金) 校外学習(４年)

※上記、年間の予定については、変更の可能性もありますので、ご了承ください。

※個人カードの緊急連絡先には、必ず連絡のつく電話番号を記入してください。
携帯電話に出られない場合は、職場等の電話番号をお願いします。
４月９日（金）締切（厳守）

学校の様子などはホームページでご覧いただけます。またメール配信につきましては、年度が替わり
ましたので再度登録をし直していただく予定です。決まり次第、登録方法などを配付します。

【マスク・水筒について】
新型コロナウィルス感染症の予防だけでなく、インフルエンザ等の予防も兼ねて、手洗い、うがいの他に飛沫

を防ぐためにマスクの持参をお願いしています。活動時の状況によっては外すこともありますが、基本的には着
用をして教育活動を行っています。その際に、ひもが切れることなどがあります。予備をランリュック(かばん)の
ポケットにも持たせていただきますよう、重ねてお願いします。
また、日中の活動や乾燥により、お茶を飲む機会も多いです。お茶の準備もお手数をおかけしますが、引き続

きよろしくお願いします。


