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出会いの春の訪れです。晴天に恵まれた４月６日の入学式、１９名の１年生を迎え、
新年度がスタートしました。入学式では、保護者の皆様に子どもさんが安心して学校
に通うために大切にしてほしいこととして、３つの繋がりについてお願いしました。
１つ目は『お子さんの成長過程の繋がり』学校は楽しいこと・できることばかりで

はありません。困ったこと・できないことができるようになるまで様子や過程をみて
励ましてあげてほしいということ。その励ましがあれば、「頑張ってみよう」という
気持ちに繋がります。２つ目は『保護者の皆様同士の繋がり』６年間共に過ごす子ど
もたちが仲良くするために保護者の皆様同士が親しくなっていただきたいということ。
３つ目は『学校とのつながり』学校では、知・徳・体バランスよく成長させよりよい
人格形成をめざして取り組んでいますので、質問等があればすぐに相談いただき密に
連携していきたいということ。
これらのことは、１年生に限ったことではありません。子どもたちが充実した学校

生活を送ることができますよう、学校と家庭が手を携えて取り組んでいきたいと考え
ております。
さて、新年度スタートの始業式では、本校の校訓『一生懸命』のお話をしました。

スローガン『一笑賢命』のもと「A：挨拶」「B：勉強」「C：チャレンジ」を意識さ
せて取り組み一人ひとりが心身ともに成長するよう、教職員一同、一生懸命取り組ん
でまいります。なお、今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて行いま
すので、急な行事変更等で、ご不便ご心配をおかけすることがあるかもしれません。
ご理解とご協力をいただきますよう、どうぞよろしくお願い致します。

校長 関本安紀子

令和3年４月６日入学式
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第３時限

第４時限

給 食
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清 掃 １３：１５～１３：３０ １３：００～１３：１０

第５時限 １３：３５～１４：２０ １３：２０～１４：０５

第６時限 １４：３０～１５：１５ １４：１５～１５：００

終わりの会 ～１５：２５ ～１５：１０

８：２５

８：３０～ ８：４５

８：４５～ ９：３０

９：４０～１０：２５

１０：４０～１１：２５

１１：３５～１２：２０

１２：２０～１３：００

スローガン「一笑賢命」～一人ひとりが、笑顔で、賢く知恵を出し合い、命を大切に、活動する中央小学校～

【１～２学期主な学校行事予定】
５月６日(木)７日(金)家庭訪問 予備日10日(月)

5月27日(木)６年全国学力テスト・５年府学力テスト

5月28日(金)４年・３年岸和田市学力テスト

６月６日(日) 運動会 予備日８日(火)

６月18日(金) 遠足 予備日25日(金)

８月2日(月)～3日(火) ５年生臨海学校

10月21日(木)～22日(金)６年生修学旅行

※学校行事等は、今後の状況により

変更する場合がございます。

お知らせ等を、メール配信やホームページ
にて、ご連絡させていただく場合がございま
す。
中央小ＨＰでは、学校生活等に関する
情報を紹介しております。一部ですが、学
習や生活場面の写真等もupしております。
ご覧くださいませ。
中央小学校ホームページ
http://chuuou-e.kishiwada.ed.jp/
岸和田市役所ホームページ
【中央小学校の概要】
住所： 〒596-0072 岸和田市堺町
1-10
電話番号☎ 072-422-0301
発信専用 ①070-6800-0643

②070-6800-0644

正門の開門時刻は８時です。
登校時間８時～８時20分でお願いします。
正門で健康確認(検温等)をしています。
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令和3年4月行事予定

日 曜 学校行事・保健関係・ＰＴＡ他 下校時刻

1 木
※下校時間は目安の
ため、～頃とご理解
ください。

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火 入学式 1年11:00

7 水 岸城中入学式

8 木 始業式 幼入園式
1年10:30 
2-6年11:30

9 金
対面式 身体測定(高)
２～６年給食開始・４時間授業

1年10:30 
2-6年13:30

10 土

11 日

12 月
身体測定(中) 1年11:30

2-3年14:30
4-6年15:30

13 火 検尿１次
1年11:30 
2-6年15:30

14 水
検尿１次
聖火リレー(12～14:30道路規制予定）

1年11:30 
2-6年14:30頃

15 木
身体測定(低)
PTA実行・旧全校学級委員

1年11:30 
2年14:30  
3-6年15:30

16 金 １年給食開始 視力検査(高)
1年14:30 
2-6年15:30

17 土

18 日

19 月 視力検査(中)
1-3年14:30  
4-6年15:30

20 火 視力検査(低)
1年14:30 
2-6年15:30

21 水
心臓検診１次
児童委員会①

1・2年13:30 
3・4年14:15
5‐6年15:10

22 木
オープンスクール(１～５時間目)
懇談会・PTA総会

全学年14:30

23 金 色別集団下校訓練 全学年15:00

24 土

25 日

26 月 内科健診(4.5.6年)
1-3年14:30  
4-6年15:30

27 火 内科健診(1.2.3年)
1年14:30  
2-6年15:30

28 水
1・2年13:30  
3-6年14:15

29 木 昭和の日

30 金
家庭訪問①
４時間授業(40分×４コマ)

全学年13:00

※家庭訪問4/30～5/7 予備日5/10

お世話になりま した
転出された先生方

和田 隆敏 教頭先生
(久米田中学校へ)

美濃部 恒平 先生
(岸和田市教育委員会へ)

古川 聖子 先生
(朝陽小学校へ)

http://chuuou-e.kishiwada.ed.jp/
http://chuuou-e.kishiwada.ed.jp/
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/

