
日 曜 学校行事・保健関係・ＰＴＡ他 下校時刻

1 金
※下校時刻は目安のため、

  ～頃とご理解ください。

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水 入学式 　　　

7 木 岸城中入学式

8 金
始業式　幼入園式

２～６年生学級委員選出名簿配付

１年１０：３０

２－６年１１：３０

9 土

10 日

11 月
給食開始　対面式

２～６年生４時間

１年１１：３０

２－６年１３：３０

12 火
身体計測(高)

２～６年生学級委員選出名簿〆切

１年１１：３０

２－６年１５：３０

13 水 身体計測(中)
１年１１：３０　２年１３:２０

３－６年１４：１５

14 木
身体計測(低)

PTA実行委・旧全校学級委員

１年１１：３０　２年１４：３５

３－６年１５：３０

15 金 身体計測予備
１年１１：３０

２－６年１５：３０

16 土

17 日 校区青年団運動会

18 月 1年給食開始　1年心臓健診1次　
１－３年１４：３５

４－６年１５：３０

19 火 全国学テ6年国算理　視力(中)
１年１４：３５

２－６年１５：３０

20 水
すくすく府学テ5,6年

視力(低)　委員会①5時間目

１－４年１３：２０

５・６年１４：１５

21 木 検尿1次　市学テ3,4年　
１・２年１４：３５

３－６年１５：３０

22 金
検尿1次

学習参観・学級懇談・PTA総会
全学年１４：３５

23 土

24 日 校区青年団運動会予備日

25 月 色別集団下校　視力(高) 全学年１３：４５

26 火
家庭訪問①（岸城・宮本・五軒屋）

視力予備　全学年40分授業4時間
全学年１３：００

27 水
家庭訪問②（北・大北・筋海）

聴力(低)　全学年40分授業4時間
全学年１３：００

28 木
家庭訪問③（魚屋・堺・本）

全学年40分授業4時間　心臓健診1次予備
全学年１３：００

29 金 昭和の日

30 土

※家庭訪問　予備日5/2

令和4年4月行事予定

学校だより

岸和田市立中央小学校

令和４(202２)年4月号

満開の桜の中で４月６日の入学式、２１名の１年生を迎え、新年度が
スタートしました。入学式でも始業式でも、昔から中央小学校が大切
にしている言葉『一生懸命』について紹介し、今年は『一生懸命
あいさつをがんばりましょう。』とお話ししました。
たくさんの人たちが、みなさんをいつも見守ってくれています。みなさんの

『いのちと笑顔』は、たくさんの人たちの願いです。“みなさんから「おはようご
ざいます」「さようなら」「こんにちは」を言ってもらって、すごく元気をもらっ
ています。”という人が大勢います。みなさんのあいさつには、そんなすごく大き
なパワーがあるんですよ。気づいていますか。
あいさつではありませんが、「ありがとう」にもすごく大きなパワーがあります。

「ありがとうは＜奇跡の言葉＞である。口に出せば、元気がでる。耳に入れば、勇
気が湧く」と言われた人がいます。本当にそうだなと思いました。「おはようござ
います」「さようなら」「こんにちは」「ありがとう」が飛び交う学校に町になっ
てほしいと思います。
改めまして、３年ぶりに中央小学校に帰ってきました寺内ユカです。責任の大き

さを感じ、身が引き締まる思いでいっぱいです。子どもの「いのちと笑顔」を守る
ために、「一生懸命」がんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止対策が必要とされ、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。 【寺内 ユカ】

【１～２学期主な学校行事予定】
4月26日(火)-28日(木)家庭訪問予備日5/2(月)

5月20日(金) 遠足 予備日5月27日(金)

6月９日(木) 学習参観・引き渡し訓練

８月3日(水)～4日(木) ５年生臨海学校

9月10日(土) 土曜授業

10月16日(日) 運動会

10月20日(木)～21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】
〒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
③080-7469-3591

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。

令和 ４年度教職員
校 長 寺内 ユカ
教 頭 河野 敬重

首席（理科） 田中 幸平
１年１組担任 池田 昂平
２年１組担任 森田 典子
３年１組担任 奥野 志穂
４年１組担任 伊藤 一朗
５年１組担任 茂野 正子
５年２組担任 久保田 雄奎
６年１組担任 平田 佑
のびる学級１担任 松下 庸子
のびる学級２担任 岡森 美智子
専科(音楽・算数) 吉田 絢音
児童支援(算数) 民部 碧
家庭科・理科担当 倉田 順子
保健室担当 廣本 輝代
学校事務担当 桝野 充弘
特別支援教育支援員 金野 直子
校務員 藤原 信之
給食調理員 上田 広美
給食調理員 神﨑 信江
専科(外国語)(月・火・木) 有田 晃輔
学校司書(月・金) 森川 雅子

お 世話に な り ま し た
転 出 さ れ た先生方

関本安紀子 校長先生(八木小学校へ)
筧 裕太 先生 (城内小学校へ)
目﨑 春佳 先生 (守口市小学校へ)
山根 真琴 先生 (東光小学校へ)
谷口 義仁 先生 (東光小学校へ)
土井 愛 先生 退職

予　　鈴

朝 の 会

第１時限

第２時限

第３時限

第４時限

給　食

月・火・木・金 水

清　掃 １３：１５～１３：２５ １３：００～１３：１０

第５時限 １３：３０～１４：１５ １３：２０～１４：０５

第６時限 １４：２５～１５：１０ １４：１５～１５：００

終わりの会 　　　　　～１５：２０ 　　　　　～１５：１０

１２：２０～１３：００

最終下校
１６：３０（１０～２月）

１６：４５（３～９月）

8:25

８：３０～　８：４５

８：４５～　９：３０

９：４０～１０：２５

１０：４０～１１：２５

１１：３５～１２：２０

たくさんのお祝いメッセージを
いただきました。

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

