〈在籍児童数〉

金杉小学校 学校だより

男子

１０２名

第４号 ７月号

女子

８１名

平成２９年７月３日

計 １８３名

学校教育目標
よく学ぶ子
なかよく助け合う子
たくましく健康な子

ＨＰアドレス http://matsubushi.ed.jp/kanasyo/

小規模特認校制度について
校長 小熊 三千世
期待と希望を胸に始まった平成２９年度も３ヶ月を経、１学期のまとめの７月を
迎えました。この間、運動会を初めとした諸行事、日々の学習も滞りなく進み、プ
ールでは楽しげな歓声が聞かれます。１年生もすっかり学校に慣れ、きちんと椅子
に座って学習したり、友達と仲良く外遊びをしたりする姿を見せてくれています。
さて、今年度から、「小規模特認校制度」がスタートしています。この制度につ
いて、ここまで皆さんにご説明する機会がありませんでしたので、簡単ではありま
すが掲載させていただきます。
１ 小規模特認校制度とは
文部省（現：文部科学省）が、平成９年１月に「通学区域制度の弾力的運用
について」を各教育委員会に通知したことを受け、
「希望する児童生徒が学区外
から就学できる制度」が各地でスタートしました。松伏町では、平成２９年度
からこの制度を活用しています。
今年度は、学区外から１年生１名、３年生１名が通学しています。なお、毎
年、町教育委員会で指定校変更をされている方は、この制度を活用すれば中学
校卒業まで手続きをしなくて済みますので、ご活用ください。
２ 小規模特認校制度に関わる特色ある教育活動
（１）外国人指導助手（ＡＬＴ）の常時配置、日本人英語指導助
手（ＪＡＥＴ）の配置拡大による外国語活動の充実
・本校では、ＡＬＴが常時配置されることにより、外国語活動
の時間のみならず日常的に英語に触れる機会を確保していま
す。今後、読み聞かせ、お昼休みの英語集会など、様々な取
組を推進していく予定です。
（２）教育支援員の増員によるきめ細やかな授業展開
・今年度は５名の教育支援員を配置していただき、主に１～
４年生、たんぽぽ・ひまわり学級で学習支援を担当していま
す。これにより、算数科では、全ての学年において少人数で
指導できる体制が整備されました。
（３）放課後子ども教室の開設
・５月より放課後の時間を活用して、週２回程度地域の方が学
習の補充や体験活動を行ってくれています。まだ少し定員に
余裕がありますので、参加されたい方は学校までお声掛けく
ださい。
＊ 詳細につきましては、裏面に「幼稚園・保育園用リーフレット」を掲載しま
したので、ご覧ください。
プール脇の紫陽花が、今年は例年になく美しい花を咲かせてくれています。子ども達が
楽しみにしている夏休みまで、あとひと月となりました。今月も、地域の皆様、保護者の
皆様には、本校の教育活動にご理解、ご協力をお願いいたします。

本物体験 チェリスト 渡部 宏先生音楽鑑賞教室
６月１４日に東京藝術大学音楽学部講師・東京ヴ
ィヴァルディ合奏団 音楽監督のチェリスト渡部
宏先生を招いて，６年生の児童がチェロの演奏を聴
きました。
「愛のあいさつ」や「白鳥」
などの演奏や児童のリコーダ
ーと一緒に合奏をしてくださ
り，本物に触れる貴重な体験
をしました。
すごいぞ 金杉小！
町内硬筆展で素晴らしい成績を収めました。
５月末の校内硬筆展で，各学
級の金賞に選ばれた児童が，放
課後に練習を積み重ね，町内の
硬筆審査会に臨みました。その
結果，町内１２名中６名が特選，
9 名が金賞を受賞しました。放
課後，学校応援団の明戸恵子様
にご指導いただきました。あり
がとうございました。冬の書き
初め競書会も頑張ります。
【連絡】
◎見守りボランティアにご協力いただける方を募集してい
ます。協力してくださる方は，教頭までご連絡ください。

（℡991-5000）
もうすぐ，夏休みを迎えます。子供たちが事件や事故に遭わないよう
に，地域の皆様にも，暖かい見守りをお願いいたします。

７月の行事予定
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５時間授業（５・６年６時間授業）
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交通事故防止運動（～２４日）
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３時間授業，大掃除，一斉下校，１１：５０下校
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終業式，３時間授業，１１：４５下校
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プール・サマースクール・ふれあいライブラリー
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プール・サマースクール・ふれあいライブラリー
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５年林間学校（日光方面）学校集合７：１５
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５年林間学校（日光方面）
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５年林間学校（日光方面）帰校予定１５：１０
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月

プール・サマースクール・ふれあいライブラリー

表彰朝会，第２回学校評議員会９：４５～
３年邦楽鑑賞会
全校除草

【8・9 月のおもな予定】
８/１日（火）・２日（水）プール・サマースクール・ふれあいライブラリー

９/１日（金）始業式・一斉下校 下校１１：３０～

６日（木）～８日（金）まで 夏休み作品展

１９日（土）PTA 親子除草・環境整備 7:00～

４日（月）給食開始・４時間授業（5 校時・委員会）

８日（金）お話ポケットさん来校

２６日（土）PTA 親子除草・環境整備予備日

５日(火)５時間授業

２２日（金）５年社会科見学

２９日(火)・３０日(水) 表札訪問（午前中）

６日（水）５時間授業・避難訓練

２９日（金）教育相談日

小規模特認校 松伏町立金杉小学校
～町内全域から入学・通学が可能です～
小規模特認校制度とは

小規模特認校の紹介
学校名 松伏町立金杉小学校
所在地 松伏町大川戸３８５４
児童数 （平成２９年５月末現在）

少人数による教育のよ
さを生かし、特色ある教育

１年

２年

３年

４年

５年

６年

合計

活 動 を展 開す る小 規模校
で 教 育を 受け させ たいと
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い う 保護 者の 希望 に応え
るとともに、小規模校の教
育 活 動の 一層 の活 性化を
図 る こと を目 的と する制
度です。
松伏町では、平成２９年
度 か ら金 杉小 学校 で始ま
りました。

入学・通学できる児童
児童が松伏町内に在住または在住予定であること。

入学・通学の条件
金杉小学校の通学区域外から入学・通学を希望するご家庭の保護者は、次の事項をす
べて満たすことが必要です。
１ 金杉小学校の教育活動に賛同すること。
２ 卒業まで通学できること。
３ 通学は金杉小学校と協議の上、保護者の負担と責任において行うこと。
４ 金杉小学校のＰＴＡ活動に賛同し協力すること。
なお、特認校制度による年度途中の通学区域外からの受入れは行いません。

学校見学
学校見学ができますので、お気軽に金杉小学校にお問い合わせください。
なお、１０月２６日（木）の学校公開、１０月２８日（土）の歌声発表会も見学が可
能です。

平成３０年度の募集について
募集児童数および申請方法等の詳細については、平成２９年 10 月頃に町ホームページ
や広報まつぶし等でお知らせします。

※（ ）は児童数のうち特認校制度を活用している児童数

～ 金杉小学校の特色ある教育活動について ～
１ 外国人語学指導助手（ＡＬＴ）の常時配置および日本人英語指導助手（ＪＡＥＴ）の
配置拡大による外国語（英語）活動の充実
今年度からＡＬＴが常駐となり、日常的に英語が耳に入
る環境になりました。この他にも、①ＡＬＴ、ＪＡＥＴ
との十分な打ち合わせによる授業内容の充実 ②英語掲示
物等の充実による校内環境整備 ③ＡＬＴ、ＪＡＥＴの活
用による集会活動の設定など、様々な取り組みを実施して
います。
２ 教育支援員の手厚い配置によるきめ細やかな授業展開
教育支援員を手厚く配置して、学習や生活に対しきめ細
やかな指導を実施しています。特に算数科では、１つの学
級を２人の先生で指導するティームティーチングや１つの
学級を２つに分けて授業を行う少人数指導など、児童一人
一人に応じた授業展開が全学年で可能になりました。
授業中に先生に尋ねやすい環境をつくり、個に応じた細
やかな指導を展開することによって、児童に学ぶ喜びを実
感させています。
３ 放課後子ども教室の開設
５月～２月の週２回、地域の方の参画による学習活動や体験活動（ドッジボール・かるた等）を実
施しています。

お問い合わせ先：松伏町教育委員会 教育総務課 Tel 048-991-1864
金杉小学校 Tel 048-991-5000

