
大崎市立古川第四小学校

学校だより
URL http://www2.educ.osaki.miyagi.jp/furukawa4-s/ (非常時）http://blog.goo.ne.jp/ｆ4es8006

学校教育目標：「自ら学び共にみがき合い 心豊かでたくましい児童の育成」

校 長 鈴木 俊光 児童数 ７３６ 住 所 大崎市古川大宮八丁目２番１号

ご進級・ご入学おめでとうございます
～在校生も 新１年生も 全員登校でスタートの 平成２７年度～

子どもたちの笑顔に暖かい春の日差しが降り注ぐ中，昨日ピカピカの「ひかりの子」１０４名が入学しました。

平成2７年度は全校児童７３6名，２５学級，そして，とてもすばらしいことに，欠席ゼロでのスタートとなりました。

古川第四小学校は，今年度も「学びあう子ども」「はげましあう子ども」「きたえあう子ども」の育成に向け，

教職員が一丸となり，教育活動に取り組んで参ります。子どもたち一人一人がもつ可能性を見い出し，その力

を大いに伸ばしていくために，精一杯の努力を続けていく所存です。

保護者の皆様には，これまで同様，ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

４月の行事予定
日 曜 主 な 行 事 日 曜 主 な 行 事

８ 水 登校指導 着任式 第１学期始業式 ２１ 火 全国学力・学習状況調査（６年）

＊２～５年11:00，6年11:40下校 給食無 ２２ 水 がんばっぺスポーツの日 家庭訪問（江合）

９ 木 入学式 10:00 大崎市標準学力検査（ＣＲＴ）（４年）

〈２～６年 臨時休業日〉 ４校時限 給食有 歯科検診（５年）

２３ 木 １年生を迎える会（２，３校時）

１０ 金 登校指導 ※１年生のみ ３校時限，給食無し ４校時限 給食有 家庭訪問（北町北・宮袋）

給食開始 ２４ 金 歯科検診（２年） 家庭訪問（福浦）

１３ 月 登校指導 ※１年生のみ ３校時限，給食無し ４校時限 給食有 ＰＴＡ一斉研修日

体位測定（６年） ２７ 月 振替休業日

１4 火 登校指導 ※１年生のみ ３校時限，給食無し ２８ 火 集金日① 家庭訪問（畑中）

県学力・学習状況調査（５年） 歯科検診（１年，ひまわり）

１５ 水 登校指導 ※１年生のみ ３校時限，給食無し ４校時限 給食有

いい音楽の日 歯科検診（４年） 委員会 ２９ 水 昭和の日

PTA新旧役員引継会（１９：００） ３０ 木 集金日② 体位測定（４年）

１６ 木 交通安全教室 ４校時限 給食有 家庭訪問（若葉町，小泉）

体位測定,視力検査（ひまわり） ４月の目標

１７ 金 歯科検診（３年） 〈生活目標〉進んであいさつをしよう。

１８ 土 振替授業日（学習参観） ４校時限 〈保健目標〉自分のからだを知ろう。

学年懇談（２校時） PTA総会（３校時） 〈給食目標〉じょうずに給食の準備をしよう。

講演会（４校時） 給食無し 〈安全目標〉通学路を知り，安全な歩行をしよう。

２０ 月 体位測定（５年） 〈学習の約束〉授業中は，おしゃべりをしない。

平成２７年 ４月１０日

Tel 0229-23-8006

Fax 0229-23-8007

１ 学校教育目標
「自ら学び共にみがき合い 心豊かでたくましい児童の育成」

２ 経営の重点
（１）めざす児童像 「学びあう子ども」 「はげましあう子ども」 「きたえあう子ども」
（２）めざす教師像 ① 児童の可能性を伸長し，見守り支援する教師

② 職責を自覚し，自己研鑽に励む教師
③ 同僚意識をもち，協働する教師
④ 児童や保護者・地域から信頼される教師

（３）めざす学校像 ① 規律があり，互いを思いやる学校
② 確かな学力を身に付け，共にみがきあう学校
③ 花と緑と歌声のある学校
④ 地域と共に歩む学校



平成2７年度の教職員です
古四小の子どもたちの健やかな成長を目指して全力で取り組みます

（校 長） （教 頭） (主幹教諭) （教務主任）

鈴木 俊光 森谷 純 木村 謙志 佐藤 悟

１ 組 ２ 組 ３ 組 ４ 組

１ 年 鹿野 洋子 福田 睦美 岩渕 啓一

２ 年 髙橋 光樹 山崎 アユミ 大石 真美 加茂 康徳

３ 年 鈴木 隆幸 井上 敬士郎 藤田 恵

４ 年 佐藤 弘美 佐々木 照 鎌田 かおる

５ 年 堀籠 浩恵 後藤 真悠 寺林 俊一 酒井 綾郁

６ 年 成田 洋子 沼倉 圭 石森 仁子 安達 章美

特別支援 永倉 郁裕 ひまわり１の① 千葉 礼子 ひまわり１の② 小田 昇子 ひまわり2 門脇 清子 ひまわり3

通級・少人数 佐藤 郁子 ひかりの子 阿部 敏弘 ことば 宍戸 浩明 少人数 板垣 愛美 少人数

（初任研拠点校指導教員） 佐藤 照一 ※ 古川第一小，古川第四小，志田小，長岡小を兼務 （緊急学校支援員） 西野 博江

（教員補助員） 都築 真美子 髙橋 静江 宍戸 由紀恵 小野 ゆかり 千葉 祐子

（生徒指導支援員） 村井 由美 （初任研後補充，主幹後補充） 稲元 しおり

（語学指導教員補助員） 徳永 里美 （外国語指導助手） オースティン・ドンブラウスキー

（スクールカウンセラー） 大澤 忠八 （子どもと親の相談員） 高山 美恵子 （スクールソーシャルワーカー） 君島 智子

（養護教諭） （主査） （非常勤事務補助員） （業務員） (非常勤業務員) （図書館補助員）

今野 千寿 石橋 修一 鈴木 ちか子 森 宏史 新沼 好則 我妻 美春

（栄養教諭） （調理員） （調理員） （調理員） （非常勤調理員）

尾形 美穂子 大友 寛子 畑山 美保 吉岡 吉寿 阿部 玲子

（非常勤調理員） （非常勤調理員） （非常勤調理員） （非常勤調理員） （非常勤調理員）

和田 和江 由利 直美 佐々木 鮎美 橋本 美希 沼倉 ゆう子

（内科校医） （内科校医） （眼科校医） （耳鼻科校医）

松浦 良樹 佐藤 寛 星 秀二 佐々木 周興

（歯科校医） （歯科校医） （薬剤師）

三澤 知裕 青田 弘 深澤 逞

〈お願い〉 子どもたちはとても張り切って登校してきていますが，昇降口を開ける時刻は７時３０分，登校の目安

は８時です。 子どもたちの安全のためにも，あまり登校が早過ぎることのないよう，ご協力願います。


