
 
 

 

 

 

 

 

 
 

新１年生９０人を迎え､児童数５９０人によるふじみ野小の令和３年度が始まりました。 
 

■学校教育目標は､ 

「自分で考え実行する子 ・みんな仲良く優しい子 ・のびのび元気なたくましい子」 
の育成です。 

 

■合い言葉は､ 

 「みんなが笑顔で活躍する学校」 です。 

新しい生活様式の中でも、子供たちが、笑顔でたくさん活躍してほしいと思います。学校に来ること

が、楽しいと思うようにしたいです。 
 

■重点目標は 

①主体的・対話的で深い学びの実践 

②マスクでもあいさつ 

③STEM教育モデル校の取り組み 

です。 
 

昨年度は大きな声であいさつをする

ことを控えていましたが、やはり学校

は、子供たちの朝の元気なあいさつで

始まりたいです。 

また、主体的・対話的で深い学びを

推進し、さらに、その学習を深めるため

に、富士見市の STEM 教育モデル校

としての取り組みを行います。 
 

例えば､昨年度､理科の５年生の学習では、電磁石の学習をし、その学習をさらに深めるために、「レ

スキューロボットをつくろう」という学習を行いました。授業で活用したモーターカーを走らせ、前方につ

けた電磁石で、要救助者に見立てた釘を回収し戻ってくるというものです。モーターカーが、自分が考

えたように動くようにプログラミングをしました。このような学習を、今年度も楽しく進めたいと思います。 

また、もう一つ、昨年度まで、道徳の研究を進めてきました。この研究の成果を継続し、子供たちの

豊かな心の育成に努めます。 

教職員４６名、保護者・地域の皆様とともに、子どもの安全を第一に考えながら、コロナ禍の中でも、

ONE TEAMで教育活動を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

ふじみ野小学校 校長 北田 裕一（きただ ゆういち） 

令和 3 年度 ふじみ野小学校／学校だより4 月号 

ふじみ野Ｓｍｉｌｅ
ス マ イ ル

 
富士見市ふじみ野東 4-4-1 ✉fujimino@circus.ocn.ne.jp  児童数 590 名 

TEL/049-267-2312      FAX/049-267-2311       （R3.4.8 現在） 

みんなが笑顔で 

活躍する学校 

みんなが笑顔で活躍する学校に 
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4月の行事予定 5月の行事予定 

 

 「ONE  TEAM で頑張ります」 ○学年主任 

校長 北田裕一 教頭 濵野裕司 教務主任 馬場真行 養護教諭 芳賀美佳 県事務 岡野美果 音楽担当 小林理沙 

あおぞら１ ○菊池敦子 あおぞら２ 水村敏季 エース 小峰夏子 あいりす 新井美由紀 少人数 𣳾間直美 少人数 太田礼子 

１－１ 山本純子 １－２ 吉田昌法 １－３ ○采澤鈴恵 ２－１ 金沢三奈子 ２－２ 菊池優衣 ２－３ ○長岡一樹 

３－１ ○西村弘美 ３－２ 高辻一真 ３－３ 栁原太未子 ４－１ 小泉世莉奈 ４－２ ○植原孝弘 ４－３ 小山田周平 

５－１ ○岡島伸高 ５－２ 佐々木椎菜 ５－３ 鈴木飛翔 ６－１ 竹野友章 ６－２ ○西田章子 ６－３ 山﨑絢太 

初任者指導 武藤 敦 初任者指導 川勝義彦 若手指導 清水洋志 学習支援 武澤正美 すこやか支援員 山本静子 すこやか支援員 斉藤亮子 

英語指導 関根麻有 AET ジョン・アルカンタラ 学校司書 小須田恭子 給食仕分 菅井優子 給食仕分 三橋秀子 スクールサポート 川目美佳子 

市事務 岡﨑加代子 理科支援 金子慶子 校務 野中芳男 校務 栗原定茂 
 

転出・退職 教職員 転入・教職員 

氏名 異動先 氏名 異動先 氏名 前任校 氏名 前任校 

金沢三奈子 定年退職・本校 嶋田 茂雄 鶴瀬小 太田 礼子 関沢小 山﨑 絢太 所沢・所沢小 

一水昌比古 三芳・藤久保小教頭 望月 静夏 日高・高麗川小 植原 孝弘 所沢・北小 岡島 伸高 鶴瀬小 

大舘 良明 所沢・若松小 木内 亮佑 ふじみ野・三角小 小林 理沙 志木・宗岡中 高辻 一真 初任者 

池田 風輝 所沢・柳瀬小 八丈美奈子 南畑小 菊池 優衣 初任者 水村 敏季 諏訪小 

湯浅 智則 狭山・入間川東小 関  翼 日高・高萩中 小山田周平 勝瀬小 武藤 敦 初任者指導 

菅原 夏来  志木・宗岡第２中 竹内 春夫 若手指導 川勝 義彦 初任者指導 清水 洋志 若手指導 

長谷川 孝子 若手指導 大森絵里子 給食配膳員 未 定 給食配膳員   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行事・活動内容等 
１(土)～５(水) 憲法記念日、みどりの日、こどもの日 

６ 木 木曜日課、委員会、視力検査（2年） 

７ 金 学級の時間、視力検査（1年） 

８ 土  

９ 日  

１０ 月 
読書タイム、安全点検日、聴力検査（5 年） 

１年生５時間授業開始 

１１ 火 お話朝会、短縮４時間、市教育研究会、聴力検査（3 年） 

１２ 水 国算タイム､埼玉県学力学習状況調査（４～６年）、聴力（2 年） 

１３ 木 木曜日課、尿検査、聴力（1年）、クラブ 

１４ 金 国算タイム、内科検診（2年） 

１５ 土  

１６ 日  

１７ 月 読書タイム、耳鼻科検診（あ、２、６年） 

１８ 火 国算タイム、耳鼻科検診（３、４年）、プール掃除 

１９ 水 国算タイム、耳鼻科検診（１・５年）、プール掃除予備日 

２０ 木 木曜日課、クラブ 

２１ 金 学級の時間、内科（1 年・あ）、ふれあいデー 
２２ 土 （勝瀬中学校体育祭予定） 

２３ 日  

２４ 月 読書タイム 

２５ 火 国算タイム 

２６ 水 国算タイム、心電図検査（１年） 

２７ 木 木曜日課、全国学力学習状況調査（6 年） 

２８ 金 学級の時間、運動会前日準備 

２９ 土 第 23 回運動会（実施の仕方を検討中） 

３０ 日 運動会予備日 

３１ 月 振替休業日 

 

日 曜 行事・活動内容等 

８ 木 始業式、入学式、2～6 年生下校時刻１０：００ 

９ 金 短縮３時間、学級の時間、一斉下校 

10 土  

11 日  

12 月 短縮３時間、学級の時間、入間学力調査（算数） 

13 火 
短縮 4、給食開始（２～６年）、学級の時間 
１年生短縮３時間（４月 23 日まで）、身体計測（高） 

14 水 短縮 4、学級の時間、保教の会集金日、身体計測（中） 

15 木 木曜日課、委員会、身体計測（2年、あおぞら） 

16 金 国算タイム、身体計測（1年） 

17 土  

18 日  

19 月 読書タイム、視力検査（6 年） 

20 火 
国算タイム、懇談会（１，２年・あおぞら） 
聴力･視力検査（あ）、内科検診（5 年） 

21 水 国算タイム、懇談会（3，4 年）、視力検査（5 年） 

22 木 木曜日課、クラブ、視力検査（4 年） 

23 金 
１年生をむかえる会、懇談会（5，6 年）、 
内科検診（4 年） 

24 土   

25 日  

26 月 
読書タイム、１年生給食開始（1 年生 4 時間授業 5/7 まで）、
視力検査（3 年） 

27 火 国算タイム、交通安全教室（3～6 年）、内科検診（3，6 年） 

28 水 
国算タイム、知能テスト（3 年）、交通安全教室（１，２年）、 
眼科検診（全学年） 

29 木 昭和の日 

30 金 
国算タイム、短縮５時間、避難訓練、 
引き渡し訓練（延期） 

ふじみ野小学校の教職員 

※急な日程の変更がある場合はメール等で連絡いたします。 裏面に 「４月からの生活について」を掲載 

授業参観が実施できないなど制限された状況が続いておりますが、 

子供達が笑顔で学校に来られるよう教職員一同チームワークで頑張ります。 



４月からの生活について「主な新型コロナウイルスへの対応」R3.4.1（国県市ガイドラインより） 

 対  応 

朝･登校前 □感染症対策：３密（密閉空間、密集場所、密接場面）と大声に注意する。 

□健康観察（検温など）を行い健康観察チェック票に記入し持参する。 

□体調が悪い場合には、無理をせずに自宅休養する。 

□水筒・ハンカチ･ちり紙を持ってくる。 

□教室：２方向の窓を常時開けておく（可能な限り換気に努める） 

 ・気温や天候により、窓を開けられない場合は、休み時間に窓を開ける。 

 ・学校内での保温･防寒目的の衣服の着用について柔軟に対応する 

登校 □マスクをして通学班で登校  □予備のマスクを持参する。 

□学校に着いたら 

・教室前で、手洗い、消毒をする。 

・教室で健康観察チェック表を提出する。忘れた場合は保健室で検温する。 

授業中 □各教科とも、感染症対策を講じた上で実施する。 

□座席は、前向きを基本とする。座席の間隔を開ける。 

□共通の道具を使用する前後に手洗いを行う。 

□体育時はマスク必要なし。熱中症への対応を優先します。ただし、息苦しくない場合等

はマスクの着用を推奨しています。特に室内の場合。 

休み時間 □窓を開けて換気する。 

□外から教室に入るとき、トイレの後などは、こまめに手を洗う。 

給食 □手洗い・消毒 □配膳：通常通り □食事：前向きで食べる □歯磨き（当面中止） 

掃除 □通常の清掃を実施。トイレ掃除は手袋を使用する。 

体調不良 

の場合 

□出席せずに、自宅休養する。 

□登校後、体調不良の場合、別室で待機させ、すぐに早退の措置をとる。 

□早退した場合・熱や咳の症状が見られた場合は、医療機関を受診し、指示を受ける。 

□上記の症状で、休む場合は「出席停止」 

□PCR 検査陽性、濃厚接触者は、概ね２週間程度の出席停止となる。 

その他 □基本的に、手洗いをこまめに行い、咳エチケットをする。 

□児童の手の消毒は、登校時と給食前を基本にする。その他は手洗いで対応可能です。 

□マスクをして過ごします。暑さや息苦しさを感じたときは適宜外すよう指導します。 

□学年規模の集会：実施できます。 

□全校規模の集会・活動：当面なし。 

□当番・係活動・クラブ活動・委員会活動：感染症対策を講じた上で実施 

□ネットスタッフは、無理のない範囲で行う。 

□校外学習、社会科見学、遠足等 実施可能です。 

□始業式、朝会、終業式等は、放送により実施（当面） 

□授業参観・学校公開は当面実施できませんが、実施可能となったらすぐに連絡します。 

□各学校行事（１年生を迎える会、運動会など）は、実施方法を検討中です。 

□一斉下校は実施します。引き渡し訓練は検討中です。 

 

※本人又は家族が PCR 検査を受ける場合は、早めに学校へご連絡ください。 

※PCR 検査で陽性の児童がでた場合は、対応等についてメール等で連絡いたします。 

※急な変更が生じる場合は、対応等について改めて連絡いたします。 

 



 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１年生  

 

ご入学おめでとうございます。いよいよ、今日から

ふじみ野小の仲間入りです。 
初めての学校生活に、どの子も期待や不安で胸がい

っぱいのことでしょう。子どもたちの不安を少しでも

早く取り除き、「学校って楽しいなあ。」と思えるよ

うに、担任一同、力を合わせて指導にあたっていきた

いと思います。 
保護者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたし

ます。  

山本純子（１組） 吉田昌法（２組） 

采澤鈴恵（３組・学年主任） 

２年生 

 

１つ学年が上がり、お兄さん・お姉さんになった２

年生。心も体も大きく成長し、進級の大きな期待に胸

を膨らませていることと思います。 これまで身につ

けてきた様々な力を生かして、さらに成長できるよう

担任一同、力を合わせていきたいと思います。保護者

の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

金沢三奈子（１組） 菊池優衣（２組） 

長岡一樹（３組・学年主任） 

あおぞら学級 

 
  あおぞら学級１２年目のスタートです。今年度は、
１組３名(３年生１名、４年生１名、６年生１名）、２
組３名（１年生１名、４年生１名、６年生１名）計６
名の児童が在籍します。 
 ふじみ野小学校の友達と仲良く楽しく生活できる
よう交流を進めていきます。また、一人一人の良さが
輝けるよう、ご家庭と相談しながら、担任一同、力を
合わせて指導、支援をしていきます。 
 今年度も保護者の皆様のご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。 
    

菊池敦子（１組・学年主任）水村敏季（２組） 
   

５年生 

 

 今日からついに高学年の仲間入りです。高学年にな

るとたくさんのことを求められます。生活面では周り

の手本となる規範意識。学習面では教科の数が増える

だけでなく、内容も高度になります。 

一人一人が責任を持ち、一致団結してやり遂げられ

るように、担任も力を合わせて子どもたちの指導、サ

ポートをしていきます。保護者の皆さま、ご理解とご

協力をよろしくお願いします。 

 

岡島伸高（１組・学年主任） 

佐々木椎菜（２組） 鈴木飛翔（３組） 

 
 

３年生  

 

今日からいよいよ３年生、中学年の仲間入りです。３年生にな

ると、新しい教科である理科・社会・総合的な学習の時間・外国

語活動が始まります。興味をもって楽しく取り組めるようにして

いきたいと思います。担任一同、力を合わせ、協力して学年づく

りを進めてまいりますので保護者の皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。 

西村弘美（１組・学年主任） 

高辻一真（２組） 柳原太未子（３組） 

  
ふじみ野小の教育活動 

４年生  

 
心身共に大きく成長する４年生。この１年間を経て、

一気に高学年の仲間入りをします。子ども達がどんどん

成長していく姿を見られるのが、とても楽しみです。 

 代表委員会やクラブ活動も始まります。新しいことに

たくさんチャレンジできる１年間にしたいです。５・６

年生と一緒に活動することで、低学年を導いていくとい

う自覚を持ち、やる気のあふれる学年になってほしいで

す。担任３人も力を合わせて頑張ります。１年間、どう

ぞよろしくお願いします。 

小泉世莉奈（１組） 

植原孝弘（２組・学年主任）小山田周平（３組） 
 

 ６年生  
  

 いよいよ最高学年のスタートです。今年度はふじみ野小学
校の顔としてリーダーシップを発揮していく一年となりま
す。行事や委員会・クラブなどの活動をただ取り組むだけで
なく、「ゴール」を見据えて、責任をもって最後まで取り組め
るように支援をしていきます。また、一部教科担任制となり、
多くの教員で学年を見守ることになります。子どもたちは、
クラスだけでなく、学年や学校全体を動かすことが多くなり
ますので、教員一同しっかりと手を取り合ってサポートをし
ていきます。 
 保護者の皆様、小学校生活最後の 1 年間、より充実した年
となるよう、また、最後の卒業式がより良いものになるよう
担任一同、全力で一所懸命に取り組んでまいります。今年度
もご理解とご協力、どうぞよろしくお願いします。 

 

竹野友章（１組）  
西田章子（２組・学年主任）山﨑絢太（３組） 

 


