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「ご入学・ご進級おめでとうございます」

いよいよ令和３年度が始まりました。
４月７日、始業式の日に、児童の元気な声が校舎に戻ってき

ました。
４月１１日には、輝く瞳と素直な心の新１年生を迎えて、入

学式を挙行しました。
新しい学年度を迎えると、私たち教員もワクワクします。
今年はこんな授業をしてみたいとか、児童たちとこんなことを頑張ってみようとか、新し
い期待に胸が膨らみます。私たち教員も、児童同様、それぞれが、新しい学年度に希望を抱
き、新たな意欲をもって教育に取り組みます。
児童たちと大いに夢や希望について語り合い、共に頑張りたいと思います。
児童たちの夢を育み、その夢の実現のため、全力で応援をすることが学校の役割だと考え
ています。
今年度も教員一同心を合わせて児童一人ひとりのために力を尽くすつもりです。児童が生
き生きと活動し、活気漲る学校にできるよう、また「カレッジ小学部の児童でよかった」と
児童や保護者の皆様から言っていただけるよう教育に精励してまいりますので、保護者の皆
様には、本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
話は変わりますが、このところ、新型コロナウイルス感染者は日増しに増加しています。
学校でも感染予防のため、消毒や換気などを徹底して行っています。児童にも、手洗い及び
手指消毒、マスク着用、密にならないなどについて協力を呼び掛けています。ご家庭でも昨
年度同様、お子様の毎朝の検温などの健康チェックにご協力くださいますようお願いいたし
ます。

令和３年度 教員紹介

令和３年度の小学部の教員をご紹介します。教員一丸となって誠心誠意教育活動に励みま
すので、よろしくお願いいたします。

教学顧問 藤田 良一 校長 山本 博正 教頭 中川 慶大

学年・組 担 任 副担任 専科など 担当者
１年１組 藤田 亜耶 野口 礼央 入試広報・国語 山原 立資
１年２組 阪 拳志郎 田中 美織 書写 徳田 千栄
２年１組 山田 翔平 荒木 未帆 書写 國村 江麻
２年２組 竹田 涼太 山上 翠 図工 細川 葉子
３年１組 宮澤 佳樹 土井 三和子 図工 西田 優史
３年２組 田村 桃香 ジェレミー・カールソン 家庭 小出 佳子
４年１組 乾 朋子 神田 賢宏 図書館司書 岩切 奈美
４年２組 志津野 隼人 秦野 真衣 養護 北村 沙絵
５年１組 板橋 亜弥 森田 基広 養護 峯松 あい
５年２組 宮澤 由香 藤原 将志
６年１組 佐野 泰伸 岡野 賀英子
６年２組 吉田 仁 塚原 ちあき
小学部の授業（体育）を担当する中学部・高等部教員
中村 有希 樋上 大地

カレッジ通信
４～５月の学校行事

月 日 曜 行 事 月 日 曜 行 事

16 金 １年午前授業 1 土 合服着用

17 土 2 日

18 日 3 月 憲法記念日

19 月 4 火 みどりの日

４ 20 火 ５ 5 水 こどもの日

21 水 6 木 ４月２９日の振替休日

22 木 内科検診（低学年･午後） 7 金 令和２年度実行委員会

23 金 8 土 週休日

24 土 9 日

25 日 10 月

26 月 11 火 ５･６年球技大会

月 27 火 月 12 水

28 水 13 木 遠足（１～６年）

29 木 通常授業 学校見学会 10:00～ 14 金

30 金 心電図（１年） 15 土 親子体験会Ⅰ 検尿

16 日
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の行事は中止にします。
４月２４日（土） ４・５・６年保護者会

５月 １日（土） １・２・３年保護者会
※４月２９日（木）は祝日ですが、通常授業を行います。その振替休日は５月６日（木）とし
ます。

※今年度の育友会総会は文書で決裁を行い、５月１６日（日）は休日にします。５月１７日（月）

は通常授業を行いますが、給食はありませんので、全員お弁当を持参させてください。

保護者の皆様へお知らせ

１．教育相談担当者について
本年度の教育相談の担当者は以下の通りです。お子様自身の悩みや親御さんの教育全般に

関わってのご相談事がございましたら、担任や学年の教員はもちろんのこと以下の教員にも
お気軽にご相談ください。
担当 中川慶大（教頭）・佐野泰伸（高学年担当）・宮澤佳樹（低学年担当）

岩切奈美（図書室司書）・北村沙絵（養護教諭）

２．スクールカウンセラーについて
昨年度に引き続き、良原惠子先生に本校のスクールカウンセラーをお願いしています。本

年度も月に２回ご来校いただき、スクールカウンセラーという専門的立場から児童指導上の
諸問題の解決のため、適切かつ客観的なアドバイスをいただくことになっています。スクー
ルカウンセラーにご相談のある方は、担任あるいは上記の教育相談担当者にご連絡をお願い
します。



第１８回 入学式

４月１１日（日）に令和３年度入学式を挙行し、２５名の新入生を迎えました。
昨年度同様、新型コロナウイルスの感染予防のため、在校生が不在の入学式になりました
が、新入生たちは式前に先生から折り鶴のレイをかけてもらって嬉しそうにしていました。
式中も姿勢を正して、理事長先生や校長先生からのお話を真剣な眼差しで聞いていました。
これから始まる学校生活に幸多かれと心から祈っています。

「いじめ防止」の取り組みについて

本年度も、「絶対にいじめを許さない」という意識を持って、どんな小さな「いじめ」で
も児童に寄り添いながら解決に向けて、全力を尽くします。「いじめの防止等に係る本校の
年間計画（令和３年度）」は以下の通りです。

会議・研修 未然防止 早期発見

４月 ○校内職員研修① ○保護者会（中止）

５月 ○アセス ５月１０日～１５日 ○いじめアンケート調査
○人権HR ５月２８日（金） ５月２１日（金）

６月 ○いじめ防止対策委員会① ○人権HR ６月２５日（金）

７月 ○児童会「いじめ防止運動」

８月 ○人権講演会（職員対象） ○二者及び三者面談

９月 ○アセス ９月６日～１０日
○人権HR ９月１７日（金）
○保護者会

１０月 ○校内職員研修② ○児童会「いじめ防止運動」

１１月 ○いじめ防止対策委員会② ○人権HR １１月１９日（金） ○いじめアンケート調査
○保護者会 １１月１２日（金）

１２月 ○二者及び三者面談

１月 ○校内職員研修③ ○アセス １月１７日～２１日 ○いじめアンケート調査
○保護者会 １月２１日（金）

２月 ○いじめ防止対策委員会③ ○人権HR ２月４日（金）
○児童会「いじめ防止運動」

３月 ○保護者会 ○二者及び三者面談

令和３年度智辯学園奈良カレッジ小学部学校運営方針

「令和３年度学校運営方針」は以下の通りです。保護者の皆様もご協力くださいますようよ
ろしくお願い申し上げます。


