
   

 
 

6 日（木） 着任式・始業式・入学式 

ＰＴＡ登校時安全指導（～１０日） 

７日（金） 1 年２時間授業（１０時４５分頃下校） 

      教職員登校時安全指導（～１１日） 

１０日（月） 1 年２時間授業（１０時４５分頃下校） 

  二計測（４～６年） 

１１日（火） 1 年 3 時間授業（11 時３０分頃下校） 

 二計測（２・３年・かなで） 

１２日（水） １年生給食開始（1３時 1０分頃下校） 

 学力検査（２～６年） 

１３日（木） 聴力検査（４年） 

１４日（金） 短縮５時間授業１４：１０下校 

参観（13:15～）懇談（14:15～） 

ＰＴＡ総会（15:00～） 

１７日（月） 視力検査（６年）、委員会① 

１８日（火） 全国学力学習状況調査（６年） 

視力検査（５年）、図書館開館 

１９日（水） 家庭訪問①（午前授業） 

視力検査（４年） 

２０日（木） 家庭訪問②、視力検査（３年） 

２１日（金） 家庭訪問③、視力検査（２年） 

２２日（土） ＰＴＡ資源回収日 

２４日（月） 家庭訪問④、視力検査（１年） 

学級写真撮影～2６日 

２５日（火） 家庭訪問⑤、聴力検査（２年） 

２６日（水） 視力・聴力検査（かなで） 

２７日（木） 避難訓練①、聴力検査（１年） 

学校徴収金引き落とし日 

２９日（土） 昭和の日 

 

本日、今年度の学校行事予定表をお配りしました。

変更がある場合はお便り等でお知らせします。 

 

 

 

http://www.hiraokachuo-e.sapporo-c.ed.jp/                                           

  

今や広い世界の中で平岡中央小といえば、本校だけです 第 2 章 

                                     校長 粒針 雅之 

 

 まだ、学校校舎周辺には雪が残っていますが、早く訪れた春の日差しの中、平成２９年度の教育活動が

始まりました。校舎には、子どもたちの元気な声が響き、植物の芽吹きよりも一足先に生き生きした表情

が戻って参りました。各教室では、出会った担任や友達と交わす笑顔がたくさん輝いていました。新学年

への期待を胸に集まった平岡中央小の子は、入学した 85 名の 1 年生を加え、全校児童５７１名でのスタ

ートです。 

 さて、平成２８年度は、『学び合い、育ち合う学校〜安心して学び合える学校づくり〜』という学校像を

掲げ、教育活動を進めて参りました。 

  平成２９年度も基本は変わりませんが、「安心して学び合える学校」とは、どんな学校かを考えた時、学

校の中にあたたかい心遣いを感じる事ができる、あたたかい気持ちの子どもたちがたくさんいる、そんな

雰囲気が大切なのかなと思いました。そこで、安心して学び合える学校をあたたかい学校と定義し、 

  あたたかい学校 〜ふれあい・あいさつ・そして学び合い〜という学校像を掲げて教育活動を進めてい

こうと考えております。 

 具体的な活動としては、 

１．運動会を全児童、午後までの一日参加とし、全校でつくり上げる運動会をめざします。 

  ２． 互いに切磋琢磨し、共に高め合う追究過程を通して、一人一人の能力や可能性を伸ばし、共に学び、

学んだことを活かす喜びを体得できる授業の構築をめざします。 

３．異学年交流活動（ふれあい活動）を教育活動の核にすえながら、ふれあい、あたたかい心の醸成に 

努めます。 

４．あいさつがあふれる学校をめざします。 

 ３．道徳教育の充実をめざします。 

 ４．少人数指導の機会を増やし、分かる授業をつくります。 

 ５．縄跳び運動を体育時の準備体操に今年もとりいれ、縄跳びの上達、体力アップをめざします。 

 

 平成２９年度平岡中央小学校の教育活動について、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

                                    平成２９年 ４月 6日 

                                   Ｎｏ． １ 

札幌市立平岡中央小学校 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年１組 高野 則子     

１年２組 大木 麻央 

１年３組 佐々木 謙 

２年１組 杉山 淳子 

２年２組 岩渕 昌彦 

２年３組 柴沼明日香 

３年１組 安藤 芳恵 

３年２組 三井 真子 

３年３組 西田三枝子 

４年１組 五島 麻央 

４年２組 南  友博 

４年３組 髙村  恵 

５年１組 伊藤健太郎 

５年２組 工藤真由美 

５年３組 田村 友佑 

６年１組 西部 友也 

６年２組 土谷麻衣子 

６年３組 渋谷 浩子 

かなで  杉澤八重秀 

     福士あゆ美 

     今井 美佑 

 

学習参観・懇談 ＆ ＰＴＡ総会 

 今年度最初の学習参観懇談会です。何かと

お忙しい時期ですが、多くの保護者の皆様の

ご出席をお願いいたします。 

◎ 月 日 ４月１４日（金） 

◎ 時 程 学習参観  １３時１５分 

             ～１４時００分 

懇  談  １４時１５分 

             ～１４時５０分 

      ＰＴＡ総会 １５時００分 

             ～１５時４５分 

 

＊児童の通学路の安全確保と近隣住民への

配慮から、校舎周辺の自家用車の駐車は、

くれぐれもお止めくださいますようお願い

致します。 

資源回収のお知らせ 

 今年度の資源回収が、４月２２日(土)から

始まります。今年度も各家庭の玄関先で回収

します。ご協力をお願い致します。 

ので、よろしくお願い致します。なお、布の

回収は、行っておりませんので、回収日に出

さないでください。 

 

校  長 粒針 雅之 

教  頭 中村ちひろ 

教務主任 西澤 雅彦                 

保健主事 吉田 利之         

協力指導 阿部  均 

協力指導 柴野  道代    

養護教諭 小山内素子         

事務主任 増田  綾   

用 務 員 中川 智幸     

校務助手 荻原 綾華    

給食配膳員 

早藤恵美子 

川島  美雪 

古川 悦子 

高橋 美央 

学びのサポーター  

大道  才子 

東出 弘江 

スクールカウンセラー    

            小林 郁生 

 

  

教諭 杉山 淳子 （大谷地小より） 

 清田区の学校は始めてなのでワクワク・ドキド

キを両手いっぱいに抱えてきました。楽しいワク

ワク・ドキドキがたくさん訪れるように頑張って

いきたいです。よろしくお願い致します。 

教諭 伊藤 健太郎 （幌西小より） 

 本校は、広くて自然豊かな平岡公園を校区にも

ち、地域の方が教育活動に協力的だとお聴きしま

した。そんな平岡中央小学校に勤務できることを、

光栄に思っております。よろしくお願いします。 

 

教諭 三井 真子  （篠路西小より） 

 平岡中央小に初めて来た時、広々として明るい

学校だなと感じました。ここで皆さんと一緒に勉

強したり、遊んだりすることを楽しみにしていま

した。どうぞよろしくお願いします。 

教諭 田村 友佑  （西岡南小より） 

 早く学校に慣れ、児童の皆さんと笑顔で過ごし

ていけるよう、全力でかかわっていきます。保護

者の皆様、地域の皆様、どうぞよろしくお願いい

たします。 

教諭 西部 友也  （もみじの丘小より） 

異動が決まってから、この学校に来るのを楽し

みにしていました。学級、学年、そして平岡中央

小学校のために全力を尽くします。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

福士 あゆ美 先生 （真駒内桜山小より） 

様々な活動の中で、たくさんの“楽しい！”を

いきいきと子どもたちに伝えていこうと思ってお

ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

事務職員 増田 綾 （美しが丘緑小より） 

事務職員の増田です。早く平岡中央小学校に慣

れて、皆さんのお役に立てるよう頑張りますので、

よろしくお願いいたします。 

 

教頭 中村 ちひろ （北野台小より） 

 お隣の学校から参りました。平岡中央小学校の

素敵な子どもたちとの出会いに、ワクワクしてい

ます。挨拶での繋がりを大切に、子どもたちのた

めに精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

教務主任 西澤 雅彦 （平和通小より） 

 太陽の日が差し込む明るいホールが素敵な平岡

中央小に勤務することができて、大変うれしく思

っています。子どもたちとの出会いがとても楽し

みです。どうぞ、よろしくお願いします。 

校務助手 荻原 綾華 （清田南小より） 

普段は職員室で仕事をしていますが、平岡中央

小学校の皆さんと一人でも多くお話して仲良くな

りたいと思っています。よろしくお願いします。 


