札幌市立日新小学校 学校便り
１日（月）新１年生入学受付
（９：００～９：４５）
５日（金）入学式準備のお手伝い
（新６年生

２０１９年 ３月２５日 No．１５

１０：００～）

８日（月）着任式・１学期始業式
（児童登校は８：２０～３０）

進んで学ぶ 心豊かな たくましい「人」に！

※

１・３・５・６年・日だまり…東玄関使用
２・４年

校長

佐

藤

辰

也

入学式（１１：００～）
（児童の下校は１２時頃・給食なし）

3 月 20 日卒業式、
私から卒業生に次の言葉を贈りました。
日新小学校のめあては、「進んで学ぶ

心豊かな

たく

ましい子」です。みなさんは６年間、このめあてを目指し
て生活してきました。これからの人生でも、このめあてを

１１日（木）知能検査（２・５年）
１８日（木）全国学力学習状況調査（6 年）
１９日（金）交通安全教室（２・３校時）
２０日（土）土曜参観

大切にしてください。（こんな人に…と思いを込めて！）
● 「進んで学ぶ人」
人は一生勉強です。問題に直面した時、まずは自分でし
っかり考えてください。周りの人の考えを聞いてくださ
い。そして、自分の考えを見つめ直し、よりよい考えを見
つけてください。自分の考えを深める学びは、自分の人生
を豊かにします。どうぞ、進んで学ぶ人になってください。
● 「心豊かな人」
感じる心を磨くことです。これから、たくさんの人たち
との出会いがあります。その出会いの一つ一つをすばらし
いものにするため、相手の気持ちを考えて接してほしいと
思います。感じる心があれば、人との出会いから、自分に

…西玄関使用

学校説明会

ＰＴＡ総会

ＰＴＡ顔合わせ会（学級）
２２日（月）振替休業日
２６日（金）学力テスト（２～６年）
【4/27～5/6

１０連休】

《５月》
１０日（金）はじめの会（５校時）
学年・学級懇談

「年間行事予定」は、4 月 20 日（土）配付です。
本日、各担任から通知表が配付されました。
まず、１年間の頑張りを褒めてあげてください。
後期は通知表の回収はありません。お子様の 1 年
間の成果として大切にお持ちください。春休みは短
いですが、事故のない充実した日々を過ごし、張り
切って新学年を迎えてくれることを願っています。

ないものを、たくさん学ぶことができるはずです。どうぞ、
人の気持ちが分かる心豊かな人になってください。
● 「たくましい人」
心も体も健康であることです。これからの人生、いろい
ろな苦労や困難なことがあると思います。悩んで立ち止ま
ること、あきらめたくなることがあるかもしれません。で
も、私たちはいつでも、何にでも、何度でもチャレンジす
ることができます。どうぞ、挑戦する心と体を持ったたく

―２月回収分の資源回収―
７,８２０円の収益がありました。ご協力ありがと
うございました。次回の回収日は、４月１２日（金）
です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

急な転出等ございましたら、学校までご連絡
ください。学校への問い合わせや連絡につきま
しては、下記の時間帯にお願いします。
平日８：１５～１６：４５
(TEL) ６３１－６３６１ (FAX) ６１５－６７９２

ましい人になってください。
1１１名の卒業生。卒業生を送り出す 1～5 年生の在校生。
日新の子どもたちの本気の姿（歌声・呼びかけ・演奏・姿勢）
を見て、心が熱くなりました。この 1 年間、心も体も大きく
成長した子どもをたくさん感じた、最高の卒業式でした。
今年度、保護者・地域の皆様には、本校の教育活動に深い
ご理解とご協力、そして温かいご支援をいただきました。
本当にありがとうございました。２０１９年度も「主体性」
と「本気」で進みます。よろしくお願いいたします。

◆平成３０年度 札幌市教育実践功績表彰◆
本年度の札幌市学校教育の振興に貢献した教
職員に対する『札幌市教育実践功績表彰』の表
彰式が行われまし
た。表彰された７
個人、２校の中に
本校の佐藤辰也校
長が選ばれ、表彰
を受けました。
おめでとうござい
ます。

校長

佐 藤 辰 也【伏見小へ】

素敵な方とたくさん出会った２年間でした。本当
にお世話になりました。ありがとうございました。
「主体性と本気」私も胸に刻み、子どもたちに負け
ないように頑張ります。

1 年３組担任 根布谷 佳寿沙【豊園小へ】
日新小学校で過ごした７年間、子どもたちと充実
した日々を送ることができました。温かく支えてく
ださった保護者の皆様、ありがとうございました。

教頭

下 山 弘 美【幌北小へ】

明るく素直な子どもたちと過ごした１１年間は、とても楽しく
幸せでした。様々な立場でお世話になりました。ご協力いただい
た保護者の皆様、温かく見守ってくださった地域の皆様、感謝の
気持ちで一杯です。ありがとうございました。

２年４組担任

５年３組担任
３年３組担任

南 谷

敦【蘭越小へ】

日新小学校で経験したことは、私にとって素晴ら
しいものとなりました。多くの方にお世話になりま
した。本当にありがとうございました。

日だまり担任

志 田 真利亜【八軒小へ】

６年間お世話になりました。明るく元気な子ども
たちと保護者の皆様のおかげで、毎日楽しく過ごす
ことができました。本当にありがとうございました。

拠点校指導

藤 田 和 範【退職】

元気で明るい子供たちに囲まれ充実した３年間を
過ごすことができました。これまで支えてくださっ
た保護者・地域の皆様、ありがとうございました。

2019 年度 日課表について
新学期からの日課表については、先日配付しましたので、
ご確認ください。

＜特に気を付けていただきたいこと＞
＜朝の読書＞

＜委員会・クラブ＞

月曜日の 6 校時

昨年度から時数確保が必須課題です。また、次年度は１０
連休もあり、時数確保は更に厳しい状況です。そこで、振替
になることが多い月曜日ではなく、水曜日を 6 時間授業に
し、時数を確保できるように改善いたしました。委員会・ク
ラブを月曜日に変更しても今年度同様の回数を確保できま
す。

子ども相談支援センター
相談窓口のお知らせ
いじめや不登校、体罰などの学校教育に関する悩み、
子育て・しつけなど家庭教育に関する悩みなど相談し
てください。

●電話相談

０１２０－３８８２－５６（無料、毎日 24 時間対応）
●メール相談
doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp
※急ぎの場合は電話相談を利用してください。

●来所相談（10～16時、土日・祝日、年末年始はお休みです。）
子ども相談支援センター
札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館８階
※上記の電話相談で予約してください。

櫻 井 祐 子【あいの里西小へ】

１年間という短い期間でしたが、元気よく、笑顔
いっぱいのとても素敵な子ども達と一緒に過ごせた
ことを幸せに思います。ありがとうございました。

日だまり担任

宮 北 哲 子【退職】

２年間という短い時間でしたが、明るく素直な子
どもたちと、たくさんの思い出ができました。お世
話になりました。ありがとうございました。

教諭

東 間 節 子【ベルギー

⇒

桑園小へ】

２年間お休みをいただいておりました。日新小で
は保護者の皆様、地域の皆様に大変お世話になりま
した。ありがとうございました。

にーごー講師

髙 橋 政 人

５学年のにーごー講師としてお世話になりまし
た。ありがとうございました。

2019 年度 各学年使用ノートについて
新学年の使用ノートは以下の通りです。春休み中
にご準備ください。
国 語
社 会
算 数
理 科

８：３０～８：４０

学校評価で短すぎるとのご意見が多数ありました。特に、
身支度に時間がかかる冬季や低学年は、もう少し読む時間を
確保する必要があります。また、本校教育の重点にも含まれ
ていることから『５分間⇒１０分間』に改善いたしました。

中 井 一 貴【西小へ】

５年間お世話になりました。たくさんの思い出と
笑顔をもらうことができ、充実した毎日でした。先
生になって初めての学校が日新小学校で幸せでし
た。

１
年
２
年

<２冊目以降>
１２マス
リーダー入り
18mm ﾏｽ 12×8
１５マス
リーダー入り
15mm ﾏｽ 15×10
５㎜方眼罫
10mm 実線入り
１０㎜縦罫
１５行
９㎜縦罫
１７行
９㎜縦罫
１７行

<２冊目以降>
１４マス
15mm ﾏｽ 10×14
１７マス
横 12×縦 17

３
５㎜方眼罫
５㎜方眼罫
５㎜方眼罫
年
10mm 実線入り 10mm 実線入り 10mm 実線入り
５㎜方眼罫
５㎜方眼罫
５㎜方眼罫
４
10mm 実線入り 10mm 実線入り 10mm 実線入り
年
５
８㎜横罫
５㎜方眼罫
５㎜方眼罫
年
２７行
10mm 実線入り 10mm 実線入り
６
８㎜横罫
５㎜方眼罫
５㎜方眼罫
年
２７行
10mm 実線入り 10mm 実線入り
◆学年として、
「漢字ノート」を使用する場合は、教材と
して学校で購入いたしますので、準備の必要はありま
せん。
◆上記の使用ノートの規格は、本校の児童の発達段階を
踏まえ、学校として設定したものです。
◆上記のノートは、下記の書店で購入可能です。
※「イオン札幌桑園店」「イオン札幌琴似店」
「東光ストア円山店」「文教堂宮の森店」
◆１学年で最初に使用する<１冊目のノート>は、入学受
付時に購入したものを使用します。

春休みの過ごし方

４月からの帰宅時刻 午後５時
元気に始業式を迎えるためにも、マナーやルールを守
って事故やけがに気を付け、安全で健康な春休
みを過ごしてくれることを願っています。

