
 

 

 

 

 

 

ご入学・進級 おめでとうございます 

黒鳥小学校の児童のみなさん、進級
し ん き ゅ う

おめでとうございます。 

一つ上の学年に進んで、新しい気もちで今日の日をむかえたことと思います。「〇年生になった

のだから、こんなことをがんばろう」「こんなことにちょうせんしてみたいな」という気もち、その気もち

を『初心(しょしん)』といいます。今、あなたたちの心の中にあるその新しい気もちを、どうか大切に

してください。明日になったらわすれてしまわないように、小さなことからでかまいません、さっそく何

かをはじめてみてください。「今はまだ、何をがんばろうか決
き

めていない」という人もいるかもしれま

せん。急
い そ

いで決めなくてもいいです。でも、ゆっくり考
かんが

えて、しっかり考えて、自分がこの 1 年でどん

なふうに成長
せいちょう

していきたいのか、自分なりのめあてをもってほしいと思います。 

みなさんがじっくり日々の学習にとりくみ、仲間とのつながりを大切にして、みなさんの将来に生

きてはたらく力をつけていけるように、先生たちも力をあわせて がんばっていきますので、みなさん

も今日いだいためあてをなしとげられるようにがんばってくださいね。 

 

 

 

4 月 7日(木)令和４年度の入学式を行いました。 

ピカピカのランドセルを誇らしげにせおって、76 名の 1 年生が入学してきました。元気でかわ

いい仲間がふえて、令和４年度の黒鳥小学校がとても楽しみ

になってきました。 

 これで、全校児童が 514名となり、支援学級をふくめ 22

学級でのスタートとなります。今年度も、地域や保護者の皆

様のご協力を得ながら、信頼される学校づくりに、教職員一

同励んでまいりますので、ご支援たまわりますようよろしく

お願いいたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月８日発行 第１号    校 長   上 田 晋 郎   

４月号 

入学式でおはなししたこと 

・げんきにあいさつしましょう 

・じぶんのことはじぶんでしましょう 

・しっかりたべて、しっかりねましょう 

学校教育目標 
 
・自ら考え行動する子 
・思いやりの心でみんなと助け合う子 
・体をきたえいつも元気な子 

主体的に考え、対話的に深め合う 

授業を通して、思考力や判断力、表現

力をはぐくみ、仲間とのつながりの中 

で成長していける環境を調え、 

子どもたちの未来に生きて働く学力

の向上を図ります。 



教職員の異動について 

 

 

 

 

▶1学期土曜参観 4月 23日(土) ＊代休 5月 2日(月) 

▶家庭訪問 5月 10日(火)・11日(水)・12日(木)・13日(金) 

▶春の遠足 5月 18日(水) 

▶5年生臨海学校 7月 18日(月祝)～19日(火)   

大阪府立青少年海洋センター 

▶6年生修学旅行 11月 17日(木)～18日(金) 伊勢方面 

▶6年生スキー教室  日程は未定 休暇村大山スキー場 

▶運動会 9月 24日(土)  ＊午前中開催 

▶オープンスクール ≪1学期≫ 6月 22日(水)～24日(金) 

≪２学期≫ 10月 26日(水)～28日(金) 

≪３学期≫ 2月 14日(火)～16日(木) 

※感染症の拡大状況によっては、変更・中止・縮小する可能性があります。ご了承ください。 

転出 転入 

校 長 松本裕一郎 信太小学校へ 校 長 上田晋郎 南池田小学校より 

教 員 宝蔵久美子 南池田小学校へ 教 員 多田 彩 国府小学校より 

島田 藍 緑ケ丘小学校へ 古谷佳菜絵 和気小学校より 

上野菜摘 国府小学校へ 徳村賢司 伯太小学校より 

森 尚香 いぶき野小学校へ 小畑価栄 本校学習指導員より 

白附 愛 ご退職 山田亜以子 新規 

池田公彦 ご退職 介助員 前田みな子 鶴山台北小学校より 

介助員 堀 育美 信太中学校へ  

校長 上田晋郎 1年 1組 小林惠美 学校事務 高橋勝也 

教頭 辻中直子 1年 2組 小山由香 給食調理員 畠中正登 

首席 吉方正和 1年 3組 古谷佳菜絵 植田冨士男 

スマイル１ 樫澤大樹 2年 1組 福田真由子 西 千鶴 

スマイル 2 小畑価栄 2年 2組 徳村賢司 坂口之利子 

スマイル 3 多田 彩 2年 3組 河野弥生 校門受付員 南口俊政 

スマイル 4 曽和尚子 3年 1組 中本真那 田原芳廣 

スマイル 5 村上紗耶 3年 2組 本山新也 松田俊文 

スマイル TT 松林潤治 3年 3組 杉本祥規 ALT   ブライアン・バトラー 

キラン・ヒラ 

エロイーズ・マン 

ステップ 徳永清恵 4年 1組 佐原裕希 

音楽 山田亜以子 4年 2組 奥 升吾 

家庭科 萬野順子 5年 1組 向久保由加里 警備員 松本修明 

保健 山田沙也加 5年 2組 奥村哲郎 見市 豊 

図書館司書 森田千世 6年 1組 西川貴志 ICT支援員 岸本千鶴 

用務員 古道富夫 6年 2組 内垣香菜子  

平山栄五 6年 3組 佐藤康人 

令和４年度  

黒鳥小学校の教職員 
 

令和 4年度は以下のような校内体制でスタートします。 

新 4年生につきましては、5月 1日までに児童数が減らなければ、

5月 19日より 3学級に編成替えをします。 

1年間どうぞよろしくお願いいたします。 

黒鳥小学校のブログ  

学校のある日は、なるべく毎日 

更新していきます。 

しっかり学び、元気に遊び、ぐんぐ

ん成長し続ける子どもたちのようす

や、学校の日々の取組みについて、

お伝えしていきたいと思っています

ので、ぜひご覧ください。 

QRコードが読めない場合は 

「黒鳥小学校ブログ」 

と検索すればご覧に 

なれます。 

 

令和 4年度の 
主な行事予定 



 

 ４月の行事予定

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

７日 木 入学式

８日 金 始業式（４５分×３限） 11:00

９日 土

10日 日

11日 月 ３時間授業（４５分×３限） いずみあいさつ運動 11:00

12日 火 給食開始　　二測定６年　　検尿一次 11:45

13日 水 二測定５年　　検尿一次 11:45

14日 木 黒鳥山公園散策１・６年　　二測定４年  11:45

15日 金 二測定３年 11:45 15:00

16日 土

17日 日

18日 月 児童朝礼・対面式　　　二測定２年　　　委員会

19日 火 二測定１年　　全国学力・学習状況調査６年

20日 水 職員会議 地域つながり活動

21日 木 小学生すくすくウォッチ５・６年 15:00

22日 金

23日 土 土曜参観(代休５月２日）　　学級懇談会　　　スマイル懇談会

24日 日

25日 月 スクールカウンセラー来校

26日 火 内科検診１・２・３年　　　下校指導

27日 水

28日 木 15:00

29日 金 昭和の日

30日 土

16:00:0015:00

15:00

16:00

15:00 16:00

10:30

14:00

16:00

16:00

14:00

16:00

14:00 15:00

16:00

14:00 15:00

16:00

行事
最終下校時刻

16:00

14:00 15:00

11:30

11:30


