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今年度の取り組み
新１年生１４６名を迎え、全校生８５６名で令和３年度がスタートいたします。今年
度は創立 60 周年に当たります。昨年度からの新型コロナウイルスの影響で、子供たち
は十分な学校生活を送れなかったと思いますが、今年度は健康状態に留意しながらでき
る限り元の形に戻していきたいと思います。
学校教育目標「いきいき にこにこ のびのび」を掲げ、子供たちが自分を大切に、
元気よく、友達とともに成長できるように支援していこうと思います。
今年度も、特に大切にしたいのは、
① あいさつをしっかりする。
② 相手を思いやった行動、言動をする。
③ しっかり学習する。
この３つがしっかりできるように取り組んで参ります。
また、今年度の取り組みとして
① 中学校へのスムーズな進学を目指して高学年で教科担任制を進めていきます。低、
中学年におきましては、学級担任制の良さも生かしつつ、道徳などの教科で担任以
外の教師が授業をするなど交換授業を行います。また、各学年に副担任を置き、多
くの教員で子供たちの学習や支援を進めます。
② あゆみについて、神戸市立中学校では令和２年度から所見欄をなくしていますが、
神戸市立小学校においても、令和３年度から「あゆみ」の「気の付いたこと（所見）
」
の記述欄は３学期のみ設けます。１、２学期につきましては個別懇談の時間を 10
分から 15 分にしてお子様の学校での様子をより詳しくお伝えしようと考えてい
ます。何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
最後になりましたが創立 60 周年に当たり PTA より運動場用テント、ティンパニー、
締め太鼓（専用台含む）、和太鼓（専用台含む）、シンセサイザー、オルガンを寄贈いた
だきました。子供たちのために大切に使わせていただきます。ありがとうございました。
校長 安若 東志己

お知らせとお願い
１２日（月）までに、連絡袋でご提出ください。
本日、連絡封筒で下記の３点の資料等を配付しました。
・児童指導資料
・保健調査票
・緊急時の連絡方法について（緊急時児童引き渡しカード）
３点の資料等をご確認いただき、必要事項を記入し、変更がある場合加除訂正し１２日（月）
までに、連絡袋に入れてご提出ください。
※上記３点の資料については、特に緊急連絡先、きょうだい関係等、ご確認をお願いします。
欠席・遅刻連絡について
病気等で欠席する場合や通院等で遅刻をする場合は、当面の間は、今まで通りお電話か連絡帳
でお願いします。学校での準備が整い次第今年度より「すぐーる」を本格的に運用開始します。
その際には事前にお知らせいたします。
※「すぐーる」が運用されました際には、原則、当日８時までにお願いします。８時以降の連絡
については、電話や連絡帳を通じてご連絡をお願いします。保護者からの連絡のない欠席があ
った場合は、ご自宅・携帯電話・お仕事場へお電話をさせていただきます。ご理解いただけま
すようよろしくお願いします。
教科書について
本日、新しい教科書を配付しました。教科書すべてをご確認いただき、乱丁等、不具合があ
りましたら、名前を書かずに学校にお持ちください。
ぞうきんについて
清掃活動等で使用します。1６日（金）までに２枚（無記名）を持たせてください。
入学式について
明日、９日に行います。６年生は通常通り登校し、入学式に参加し、１１：１０ごろ下校と
なります。なお２～５年生は登校せず、家庭で学習をします。なお、入学式の参加は会場等の
都合により、ご遠慮いただいております。１６日に「ようこそ１年生の会」を行い、全校生で
入学をお祝いします。
発育測定について
服を着たまま測定しますので、体操服上下を着させて登校させてください。頭頂部で髪をた
ばねていると正しく測定できないので、左右２つにたばねる等の工夫をお願いします。
給食について
1４日（水）から１学期の給食が始まります。
持ち物…ナフキン、おはし、ティッシュ、給食用ハンカチ、マスク、マスクケース
家庭訪問について
通学路と自宅の確認を行うことを主な目的として実施しております。担任との面談を希望さ
れる場合は、後日配付します用紙に必要事項を記入し、提出してください。詳しくは、改めて
配付する手紙をご覧ください。

授業参観・懇談会・PTA 総会について
２３日（金）に予定しておりました「授業参観・懇談会・PTA 総会」は、まん延防止等重点
措置適用期間のため中止とさせていただきます。なお、PTA 総会につきましては、書面総会と
させていただきます。どうぞご理解のほどよろしくお願いします。
学校徴収金について
学校徴収金は５月に４、５月分の２か月分が引き落とされます。金額については、後日配付
します手紙でお知らせします。
登下校時の持ち物の負担軽減について
「登下校時の持ち物（学用品）」について、荷物が過重になることで、子供たちの身体の発達
に影響が出るのではないかという懸念や配慮を求める声が全国的に上っています。本校では、
子供たちの発達段階について検討し、以下のものを預かるようにしています。
【低学年で預かる用品等】
・国語、算数、生活科以外の教科書・鍵盤ハーモニカ 等
【中学年で預かる用品等】
・国語、算数以外の教科書・地図帳・わたしたちの神戸・リコーダー 等
【高学年で預かる用品等】
・国語、算数以外の教科書・地図帳・資料集・リコーダー 等

※ただし、担任の指示により持ち帰ることや他の物を学校に置いて帰ることもあります。
学校運営へのご理解とご協力について
令和２年２月に神戸市教育委員会より「小中学校における教育活動等について（方針）」の手
紙が配付されました。その手紙にありましたように、本校でも市教委の方針に則り、教職員の業
務の見直しなど様々な対策に取り組んでいます。保護者の皆様に今年度も引き続き下記の項目
についてお願いさせていただきます。
【生活時程について】
〇昨年度に引き続き朝の東灘タイム（短時間授業）を実施します。（週 3 日）
【学校行事について】
〇運動会を 5 月に行います。
〇自然学校を 9 月、修学旅行を 1０月に行います。
【夜間の電話対応について】
〇下記の通り、応答専用とさせていただいております。ご理解、ご協力をお願いします。
①火曜日の 18 時以降
②火曜日以外の平日 19 時以降
③水曜日等、会議がある時間帯
④土曜日、日曜日、代休日 など
＊のびのびひろばについて
火曜日３年 木曜日２，４年 金曜日５，６年 ２年（３：３０まで）
当面の間、１年生の募集はありません。新たに参加希望の方は、市民図書室にお申込みください。
問い合わせ ０９０－６０５９－０９８８（市民図書室開放時間のみ通話可）
ＰＴＡ活動について
ＰＴＡは子供たちの健やかな成長を願って、保護者と教職員の協力によって設立された団体です。ぜ
ひとも、ご加入協力をお願いします。なお、ＰＴＡ活動で必要な場合に限り、児童名、電話番号等を学校
からＰＴＡに提供する場合があります。ご了承ください。なお、ご意見やご質問については、学校までご
連絡ください。
☎４１１－０５５６ 担当：教頭

1 年生

【ノートについて】

国語
①国語帳 ②おけいこちょう２冊
算数
③算数帳
その他 ④連絡帳
入学前にセットで購入していただいたものを使
用します。

【お道具箱の中身】
①色鉛筆
②パス
③はさみ
④のり（液状スティックのもの）
⑤セロハンテープ ⑥赤白ぼうし
⑦予備のマスク
⑧予備のハンカチ

２年生
国語 ①国語帳 ②おけいこちょう 2 冊
算数 ③A４方眼５ミリ
③は、最初のみ学校で購入します。
①②は、お家で用意いただくか、１年生時のノ
ートの余りがあれば、そのままご使用ください。

①はさみ
③ネームペン
⑤パス
⑦色ペン
⑩予備のマスク

②水のりかつぼのり
④色鉛筆
⑥セロハンテープ
⑧ホッチキス ⑨赤白ぼうし
⑪予備のハンカチ

3 年生
国語 ①百字帳（Ｂ5）2 冊②Ｂ５方眼５ミリ
算数 ③Ｂ５方眼５ミリ
社会 ④A４方眼 5 ミリ
理科については、学校で用意します。

①はさみ
②水のりかスティックのり
③パス
④色鉛筆
⑤セロハンテープ
⑥書き方用フェルトペン（２年生時のペンをそ
のままご使用ください。） ⑦ホッチキス
⑧予備のマスク
⑨予備のハンカチ

4 年生
国語 ①百字帳（Ｂ5）
②Ｂ５方眼５ミリ
算数 ③Ｂ５方眼５ミリ
１①②③ついては，３年生時のノートに余りがあれ
ば、そのままご使用ください。
社会・理科については最初のみ学校で用意します。

①はさみ
②水のりかスティックのり ③パス
④色鉛筆
⑤セロハンテープ ⑥４Ｂの鉛筆
⑦三角定規 ⑧コンパス
⑨赤白ぼうし
⑩ポケットティッシュ
⑪ホッチキス
⑫黒インクの油性ペンは筆箱へ ⑬予備のマスク
⑭予備のハンカチ

5 年生
国語 ①百字帳（Ｂ５）２冊 ②Ｂ５方眼５ミリ
算数 ③Ｂ５方眼５ミリ
社会 ④Ａ４方眼５ミリ
理科 ⑤Ａ４方眼５ミリ
②～⑤のノートは、最初のみ学校で用意します。

①はさみ
②のり
③ホッチキス
④セロテープ ⑤色鉛筆
⑥三角定規
⑦コンパス
⑧分度器
⑨赤白ぼう
⑩黒油性ペン（マイネーム） ⑪予備のマスク
⑫予備のハンカチ

6 年生
国語①百字帳 ②B5 方眼５ミリ
算数③B5 方眼５ミリ
社会④A４方眼５ミリ
理科⑤A４方眼５ミリ
②～⑤のノートは、最初のみ学校で用意します。

①はさみ
②のり
③ホッチキス
④セロテープ
⑤色鉛筆
⑥三角定規
⑦コンパス
⑧分度器
⑨赤白ぼう
⑩黒油性ペン（マイネーム） ⑪予備のマスク
⑫予備のハンカチ

【筆箱について】
・小物入れが少ないシンプルなものをご用意ください。缶ペンは避けてください。
・鉛筆５，６本
・赤鉛筆１本
・消しゴム
・１５㎝定規
※シャープペンシル・蛍光ペンは避けてください。

国語
算数
図工
音楽
道徳
国語

いいてんき なんていおうかな おはなしってたのしいな えんぴつとなかよし
どうぞよろしく こんなものみつけたよ
なかまづくりとかず くらべたことがあるかな おおいのはどちらかな
おひさまにこにこ およげこいのぼり 生活 がっこうだいすきあいうえお
どんなうたがあるかな おんがくにあわせてからだをうごかそう
１年生
がっこうだいすき きもちのよいあいさつ 体育 ゆうぐであそぼう

算数
音楽
図工
道徳

じゅんばんにならぼう ふきのとう 図書館たんけん 春がいっぱい
きょうのできごと ともだちをさがそう いなばの白うさぎ
グラフとひょう たし算のひっ算
生活 新しいこといっぱい
強さやはやさをかんじて
体育 ゆうぐであそぼう
おいしいピザをつくろう
二年生になって あいさつ月間 どうしてきまりがあるのかな

国語
音楽
社会
図工
算数
道徳

よく聞いて、じこしょうかい どきん きつつきの商売
楽ふとドレミ
外国語 Hello！
理科 生き物をさがそう
わたしたちの町と神戸市
体育 表現
絵のぐ・水・ふで いいかんじ！ ひらいて広がるふしぎなせかい
九九を見なおそう 時こくと時間のもとめ方を考えよう
３年生
よろしくギフト あいさつ名人 総合 環境体験学習

国語
算数
総合
音楽
図工
道徳

春のうた 白いぼうし
理科 春の生き物
グラフや表を使って調べよう 角の大きさの表し方を考えよう
見つめよう わたしたちのくらし
英語 Hello！
ゆたかな歌声をひびかせよう
社会 健康とゆたかなくらし
絵の具でゆめもよう
体育 リレー 新体力テスト
目覚まし時計 言葉のまほう みんなまってるよ

２年生

４年生

国語 教えて、あなたのこと かんがえるのっておもしろい なまえつけてよ
算数 整数と小数 直方体や立方体の体積 社会 世界から見た日本
理科 花のつくり 植物の発芽と成長
道徳 夢を実現するためには 流行おくれ
音楽 にっぽんのうた みんなのうた 和音や低音のはたらき
外国語 Hello,everyone.
図工 くっつき大作戦
体育 集団行動 短距離走・リレー
総合 高学年として
５年生
家庭 私の生活、大発見！
国語 つないで、つないで、一つのお話 帰り道
音楽 短調のひびき
社会 大昔のくらしと国の統一
体育 集団行動 短距離走・リレー
家庭科 みつめてみよう生活時間 朝食のおかず
道徳 まどさんからの手紙 ぬくもり

算数 対称な図形
理科 ものが燃えるしくみ
図工 絵の具スケッチ
総合 １年生と仲良くなろう
外国語 This is me.
６年生

令和３年度４月

学校行事予定

※下記の行事予定は、社会情勢を鑑みて、中止、変更等する場合があります。
日 曜

行

事

放

ＰＴＡ・地域

1 木

× 一斉メール配信

2 金

×

3 土
4 日
5 月

×

6 火

×

離任式8:30
新6年下校(11:30)
着任式8:30 始業式9:00
8 木
(2～5年11:15 6年11:45下校）

×

7 水

9 金

×

入学式10:00
2～5年自宅学習

× 本庄中学校入学式

10 土
11 日
12 月

12:00下校
発育５

13 火

12:00下校
発育６

14 水

給食開始
発育４

15 木 発育３
16 金

×

学級写真

東灘のぞみ幼稚園

× 入園式
1年生給食後下校
学級写真予備日

発育２
ようこそ1年生の会（朝、１時間目）

×
○
○

17 土
18 日
19 月 朝会 発育１
20 火

視力６
航空写真前日準備（５校時～）

○
×

21 水 視力５ 委員会活動① 航空写真（２校時～ 運動場）

×

22 木 歯科５・６

〇

23 金

○

24 土
25 日
26 月

家庭訪問①５校時終了後下校
視力４

×

27 火

家庭訪問②５校時終了後下校
視力３

×

28 水 視力２

×

29 木 昭和の日
30 金

家庭訪問➂５校時終了後下校
視力１

×

