
学校だより

花と緑と笑顔の城北小
平成２７年度 ４月号 jyouhoku-eo@shizuoka.ednet.jp 静岡市立城北小学校

平成２７年度がスタートしました。

本年度も、「笑顔」、「あいさつ」、「挑戦」で！

校長 日吉 弘子

春たけなわの日和、メイン花壇「スマイル城北」のデザインの花々が、子どもたちの入学・進級を

祝っているかのようです。昨年度末に１０名の教職員を送り出し、４月には新たに１０名の教職員を

迎え、平成２７年度がスタートしました。１０７名の１年生と５４８名の進級する子どもたちを、花

壇の花々、校庭の木々そして４０名の教職員一同、心待ちしていました。

本年度の学校経営目標

学校教育目標

「心豊かに たくましく」

重点目標

「自ら挑戦」

実現目標

知：自分に力を付ける子（確かな学力）

徳：自分から行動する子（豊かな人間性）

体：めあてをもって生活する子（たくましい心身）

重点目標「自ら挑戦」は、昨年度に引き続き２年目となります。

昨年度いろいろな教育活動の場で見られた挑戦する姿・気持ちをさらに大きく育て、自ら挑戦する

中で「真の喜び＝笑顔」を味わわせたいと思います。

城北小学校の子どもたちは、明るく素直で思いやりがあります。本年度も「笑顔」と「あいさつ」

を生活の土台とし、子どもたちの良さを伸ばし、「花と緑と笑顔の城北小」の教育活動を進めてまい

ります。

保護者の皆様・地域の皆様にも力をお借りすることが多々あるかと思いますが、ご支援・ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。

本校における「個に応じたより一層のきめ細かな指導の充実を目指した静岡市の対応」

① 少人数指導… 昨年度、少人数授業・ティームティーチングを実施しました。本年度も同様に

計画、実施していきます。

② 静岡式３５人学級編制…本校は３名の教員が配置され３年・５年・６年において、３学級編

制を４学級編制にしています。



日 曜 予 定 日 曜 予 定

７ 火 入学式 新任式 始業式 ３ 日 憲法記念日

８ 水 特日４ １２：０５下校 発育測定２・４・５年 １年下校指導１１:３０～ ４ 月 みどりの日

９ 木 弁当 発育測定１・３・６年 １年下校指導１１:３０～ 委員会活動 ５ 火 こどもの日

１０ 金 給食開始 視力検査２・４年 避難訓練 １年下校指導１３:２０～ ６ 水 振替休日

１１ 土 新１年生親子防犯教室（地域主催） ８ 金 交通安全教室1･4年 内科検診5･6年

１２ 日 統一地方選挙投票日 ９ 土 子ども会清掃活動

１３ 月 児童会任命式 代表委員会 視力検査１年 聴力検査３年 １１ 月 交通安全防犯教室

１４ 火 聴力検査２年 視力検査３年 １２ 火 水曜日課 学校評議員会 心電図1･4年

１５ 水 参観会5･6年 学校安全ボランティアさんにお願いしますの会 １３ 水 火曜日課 寄生虫検査提出（１～３年）

１６ 木 参観会3･4年 視力検査1年 4年授業5時間 １４ 木 耳鼻科検診２･６年 ＰＴＡ総会

１７ 金 参観会1･2年 視力検査5年 １８ 月 代表委員会

２０ 月 家庭訪問①赤･青 視力検査5年 ２０ 水 眼科検診１･６年 火曜日課

２１ 火 家庭訪問②赤･青 ６年全国学力・学習状況調査 ２１ 木 歯科検診４･５･６年 水曜日課

２２ 水 家庭訪問③緑･ピ １年生を迎える会(３校時） ２２ 金 5年朝霧自然教室説明会（予定案）

２３ 木 家庭訪問④黄 歯科検診1･2･3年 ２５ 月 尿検査提出 教育実習～6/21

２４ 金 家庭訪問⑤黄 内科検診1～４年 ２６ 火 水曜日課 尿検査（追加）

２７ 月 ＰＴＡ専門委員会 ２７ 水 火曜日課 委員会活動 眼科検診3,4年

２８ 火 春のペア遠足 弁当の日 ２８ 木 ６年交通安全を語る会 6年ﾌﾟｰﾙ清掃

２９ 水 昭和の日 ２９ 金 弁当の日 演劇鑑賞教室（予定案） 全校教育相談日

３０ 木 春のペア遠足予備日 弁当の日 ３０ 土 地区社協「お年寄りと花とふれあい」事業

平成２7年度 チーム城北 ４０人で頑張ります！！
校 長 日吉 弘子 １年１組担任 伊藤 真子

教 頭 篠原 充男 １年２組担任 福島 友美

主幹教諭 豊泉 雄一朗 １年３組担任 岩崎 由美子

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 村松 陽子 １年４組担任 澤 恵美

教科指導 林 千穂 ２年１組担任 小林 奈保子

少人数指導 杉山 浩二 ２年２組担任 瀧澤 未久

養護教諭 落合 優子 ２年３組担任 山田 眞理子

事務主査 村松 智世 ３年１組担任 渡邊 万麗子

市事務員 塩原 満里子 ３年２組担任 藤井 智之

用務員 海野 不二夫 ３年３組担任 秋山 祐花理

学校司書 早瀬 智子 ３年４組担任 中村 都

市特別支援員 山田 貴子 ４年１組担任 田中 弘恵

県特別支援員 （4/7現在 担当者未定） ４年２組担任 池上 亮太

主幹教諭後補充 佐藤 延美 ４年３組担任 漆畑 浩明

初任者研修後補充 西ヶ谷ひさ代 ５年１組担任 井出 真弓

ｽｸｰﾙ･ｶｳﾝｾﾗｰ 田中 香南子 ５年２組担任 片桐 実絵

給食補助員 小野田 緑 ５年３組担任 岩瀬 丈洋

給食補助員 深津 美穂 ５年４組担任 渡邊 満昭

６年１組担任 栗田 敏正（生徒指導主任）

（育休）長島 有紀 ６年２組担任 山下 良美

６年３組担任 太田 規奈

６年４組担任 安本 昇平


