
 

 

 

 

 

今年も登校することが楽しみになる学校をめざします       校長 佐々木浩志 

お子様のご入学ならびにご進級をむかえおめでとうございます。 

３月には全校のお手本となって活躍した６年生６１名が巣立っていきまし

た。何事にも真剣に取り組める高学年の姿は素晴らしく、弘道第一小学校の

伝統となって積み上げられていると感じています。 

今年度は、新１年生５２名を迎え、全校児童３４２名で新学期がスタート

します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため休校措置が延長されるなか

での新年度ですが、今年も「笑顔あふれる弘一小」となるように、昨年度ま

で取り組んできた教育活動を継続し、さらに充実させてまいります。教職員・

保護者・地域の皆様が一致団結し、一丸となって子供たちを育てていきたい

と思います。今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。        正門の桜 今年も見事に咲きました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 学校運営組織 

校長 佐々木 浩志 副校長 国本 順子 

主幹教諭 兼子 誠，今濵 幸子 主任教諭 丸藤 加奈子，佐々木 祐輔，林 悠香，東 真理子 

教務主任 兼 子  誠 経営支援主任 勝沼  莉菜 研究主任 佐々木 祐輔 保健主任 東  真理子 

やさしい子主任 今濵 幸子 考える子主任 佐々木 祐輔 元気な子主任 丸藤 加奈子 

１学年 丸藤 加奈子 
八幡 秋山沙和 

橋 本  昇 
２学年 淺野麻理 今濵 幸子 ３学年 越 知  馨 勝沼  莉菜 

４学年 佐 藤  愛 土信田 忠勝 ５学年 片見友香 兼 子  誠 ６学年 佐々木 祐輔 金澤  友香 

いなほ 長 島  結 加 藤  諒 音 楽 戸村 恵梨奈 図 工 阪牧 萌 

算数少人数 林 悠香 養 護 東 真理子 学習支援員 酒場 正利 

事務主事 酒井  宏子 栄養士 松浦 朋子 そだち教室 杉山 瀧子，竹内 睦子 

都講師 嵯峨 敬（おもに４・５・６年理科），川合 夏紀（５・６年英語），高橋 恵（５・６年家庭） 

特別支援教室専門員 平野  芳江 副校長補佐 佐郷谷 由利子 外国語アドバイザー 大岩 眞理子 ＳＳＷ 雄鹿 久美 

都ＳＣ 初澤  宣子 区ＳＣ 丸田  愛未 事務補助 中務  美佳 学校事務専門員Ⅱ 鶴田 佐智子 

用務 光管財株式会社 給食 中央エンタープライズ株式会社 警備 シルバー人材センター 

退職・異動等 

【退  職】 都講師 大越 典子 学習支援員 浜田 朋昌 千寿小学校副校長補佐 

学校事務専門員Ⅰ 中山 理可  

【転  出】 副校長 濵野 有規 足立区立竹の塚小学校 

教諭 井上 翔 江東区立南砂小学校（特別支援学級） 

５月行事予定 
  

１日 （月） 全校朝会 家庭訪問⑤水曜時程 

２日 （火） SC 心臓検診(１年他) 離任式 

３日 （水） 憲法記念日 

４日 （木） みどりの日 

５日 （金） こどもの日 

８日 （月） 委員会活動 

９日 （火） SC Pu(丸付けボランティア始) EA 
モーニングスポーツ始 安全指導 
鋸南事前健康相談・内科検診(５年) 
日光自然教室説明会16:00～ 

１０日 （水） モーニングスクール始 
鋸南自然教室始(５年) 

１２日 （金） SC Pu 鋸南自然教室終(５年) 

１３日 （土） 土曜授業日 親子交流会(１年生) 

１５日 （月） 全校朝会 自転車教室(３年) 
避難訓練(集団下校訓練)５校時 

１６日 （火） Pu EA 

１７日 （水） 交通安全教室(1･2･4･6年) 
「こころの劇場」観劇(６年) 
尿検査二次 午前授業(区小研のため) 

１８日 （木） 音楽朝会 尿検査二次追加 
地域パトロール 

１９日 （金） SC Pu 食育の日 

２２日 （月） 全校朝会 クラブ活動 

２３日 （火） SC Pu バースデイ給食 EA 
日光事前健康相談・内科検診(６年) 

２４日 （水） 日光自然教室始(６年) 

２５日 （木） 給食試食会 

２６日 （金） SC Pu 日光自然教室終(６年) 

２９日 （月） 全校朝会 縦割り班報告会 委員会活動 

３０日 （火） SC EA 

３１日 （水） 短縄集会 耳鼻科検診(全学年) 
体力状況調査(クラス実施) 
４年１組研究授業のため午前授業 

 

EA：英語アドバイザー来校 

Pu：弘一タイム 

SC：スクールカウンセラー来校 
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心身ともに健康で、自立し、共生しようとする心情にあふれた児童を育てます。 

教育目標≪やさしい子・考える子・元気な子≫に特化したチームで理想とする姿に迫ります。 

今年度の重点とする取組 

（１）考える子 【学力の確実な定着のために、工夫した指導を展開します】 

○自分たちで学ぶ仕組みを作る態度を育て、「できた、わかった、みつけた」を実感できる学習を進めます。 

（２）やさしい子【人権尊重と思いやりの心を育てます】 

○優しい言葉かけができる態度を育て、大人も子供も進んで挨拶や正しい言葉遣いができるようにします。 

（３）元気な子 【体力の向上と運動への意欲を育てます】 

○運動に向かう環境を整え、すすんで運動しようとする態度を育てます。 

 

 

 

 

http://www.adachi.ed.jp/adkoit 

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 日 発 行 

学校通信  Ｎｏ．１－２ 

足立区立弘道第一小学校 

校 長 佐 々 木 浩 志 

電話（３８８９）４４３７ 

足立区弘道１－２０－８ 



教諭 三上 賢太郎 足立区立千寿常東小学校 

教諭 染谷 諭 足立区立千寿双葉小学校 

養護教諭 木島 年子 足立区立関原小学校 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ（区SC） 南口 健一 足立区立第六中学校 校区 

【転  入】 副校長 国本 順子 葛飾区立半田小学校 

主任養護教諭 東 真理子 足立区立六木小学校 

非常勤教員 橋本 昇 足立区立北三谷小学校 新人育成教員 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ（区SC） 丸田 愛未 弘道小学校、梅島小学校、青井小学校 

外国語ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ  ー 大岩 眞理子  

【新規採用】 教諭 八幡 秋山沙和 教諭 土信田 忠勝 

講師（都） 川合 夏紀 講師（都） 高橋 恵 

学習支援員 酒場 正利 副校長補佐 佐郷谷 由利子 

事務補助 中務 美佳  

 

※予定していた「４月の保護者会」「家庭訪問」は中止します。「定期健康診断」「鋸南自然教室（５年生５月）」 

「日光自然教室（６年生６月）」は未定となりました。延期や中止が決まり次第お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA：英語アドバイザー来校 PU：弘一タイム SC：スクールカウンセラー来校（今年度は原則として木・金曜日です） 

 

＜４月の予定＞ 

６日 （月） 始業式 教室清掃 入学式 

７日 （火） 給食始 定期健康診断始 計測(5･6年) 

８日 （水） SC 計測(1･2年) 委員会活動<6校時> 

９日 （木） 計測(3･4年) 安全指導日 

１０日 （金） SC  

１３日 （月） EA 全校朝会<放送> 対面式 視力(５年) 

１４日 （火） 視力(４年) １年給食始  

１５日 （水） SC 耳鼻科(全) 午前授業(区小研のため) 

１６日 （木） 視力(３年)  

１７日 （金） SC 視力(２年) 食育の日 

１８日 （土） 授業日 １年生を迎える会(３校時)  ＰＴＡ総会 

２０日 （月） 全校朝会<放送> クラブ活動(６校時) 1～3年生は５校時まで授業 

２１日 （火） 視力(１年) 内科(４年) 

２２日 （水） SC 委員長紹介集会<放送>  避難訓練 

２３日 （木） EA 視力(６年)  内科(３年)   学習ボランティア説明会 

２４日 （金） SC 内科(２年)  短縄強化月間始(～5/22) 

２７日 （月） EA 全校朝会<放送> 内科(1年)  尿検査一次 

２８日 （火） 尿検査一次追加 

２９日 （水） 昭和の日 

３０日 （木） EA 心臓検診(1年他) 消防写生会(3年) 

＜５月はじめの予定＞ 

１日 （金） 離任式<予定> 2～6年生 ６日 （水） 振替休日 

３日 （日） 憲法記念日 ７日 （木） EA 安全指導日 

４日 （月） みどりの日 ８日 （金） 委員会活動 1～4年生は５校時まで授業  丸付けボランティア始 

５日 （火） こどもの日 ９日 （土） 土曜授業日 クラブ活動 

 

※学校再開は５月１１日（月）の予定です。５月７日（木）、８日（金）については、自由登校期間とします。 

自由登校についての詳細は学校配信メールと学校ホームページでお知らせします。 

 

予定していましたが、休校のため中止、及び

学校再開後に延期、変更等をして実施する予

定です。 


