
 

 

令和３年度の出発にあたって 

校長  水野伸一郎 

 

あたたかな春の日差しの中、中原小学校の

新校舎で令和３年度の教育活動が始まりまし

た。 

新１年生の保護者の皆様には、お子様のご

入学おめでとうございます。学校生活の出発

にあたり、お子様の健やかな成長に大きな期

待を抱いておられることと思います。少しず

つ学校に慣れ、笑顔輝く中原小の子になって

ほしいと願っています。 

また、それぞれ１学年ずつ進級したお子様

の保護者の皆様、おめでとうございます。「進

級」をきっかけとして、様々な人たちと出会

い、多くのことを経験し、学びながら成長し

ていってほしいと思います。 

 

今年度も教育目標実現のため重点事項を設

定し教育活動を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

・自ら問いをもち課題に向き合うことで、 

問題解決力を高める児童 

・自分も人も大切にすることで、 

人間関係力を高める児童 

・自分から体を鍛えることで、 

健康管理能力と体力を高める児童 

・前向きに行動することで、 

実践力と社会貢献力を高める児童 

引き続き、感染症対策を講じながら教育活

動を実施していきます。 

○時差登下校の実施 

○マスクの着用、手洗いの徹底 

○毎朝の検温と健康観察 等 

また、教育活動は、これまでの取組を継

続、充実するとともに、新学習指導要領の趣

旨を踏まえ、以下のことを重点として取組を

進めます。 

○９年間の学びを連続させた児童の育成 

・全校共通の指導基盤の一層の徹底・浸透 

「中原小学習スタンダード」 

「中原小授業スタンダード」 

「中原小生活スタンダード」 

・自主学習週間の実施(毎学期１回) 

・ＩＣＴを効果的に活用した学習 

＊タブレット端末については、後日お知ら

せとお願いを配布予定です。 

○特別支援教育の推進 

 ・つくし学級との交流活動 

 ・特別支援教育の視点での教室環境整備 

○学習成果を伝える場面の学期ごとの設定 

 ・３つのフェスタ、ペア学年の交流 

 

「中原小で学べば、これだけの経験ができ

る。これだけの力が付く。」と、多くの人が児

童の成長を実感できる学校でありたいと考え

ています。そのために全教職員が当たり前の

ことを「継続・徹底」し、子どもたちが、頑

張り、できることを増やしていけるよう、鍛

え育てていきます。今年度も本校の教育活動

へのご理解、ご支援とご協力をお願い致しま

す。 

 

 

 

http://www.nishitokyo.ed.jp/e-nakahara/ 
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【教育目標】 

◎よく考える子(問題解決力)  

○思いやりのある子（人間関係形成力）  

○じょうぶな子（健康管理能力・体力）  

○進んで実行する子（実践力）  

○よく働く子（社会貢献力） 

 



４月の行事予定 

日 曜 主な行事 

６ 火 １学期始業式 入学式 

７ 水 
登下校指導① 発育測定（４・５年） 

スタートカリキュラム始（１年） 

８ 木 
登下校指導② 避難訓練  

発育測定（３・６年）保護者会（５年） 

９ 金 
登下校指導③ 自力下校（１年） 

発育測定（１・２年）保護者会（３・４年） 

10 土  

11 日  

12 月 

全校朝会（放送）給食始（２～６年） 

発育測定（つくし）  

聴力検査（３年・つくし） 

保護者会（１・２年・つくし） 

13 火 
安全指導日 聴力検査（１・２・５年） 

保護者会（６年） 

14 水 歯科検診（４・５・６年） 

15 木 
朝学習 5 時間授業 

耳鼻科検診（１・２・３・つくし） 

16 金 
腎臓検診 1 次（尿検査）提出日 

視力検査（６年） 

17 土  

18 日  

19 月 
給食始（１）委員会活動（６校時） 

視力検査（５） 内科健診（５・６） 

20 火 朝学習 5 時間授業 視力検査（４年） 

21 水 歯科検診（１年・つくし） 

22 木 

１年生を迎える会（放送） 

眼科健診（３・４・５・６年） 

腎臓検診 1 次予備（尿検査）提出日 

23 金 
5 時間授業 視力検査（３年） 

ＰＴＡ総会 

24 土 
土曜授業２校時まで 

避難訓練引き渡し（３校時） 

25 日  

26 月 

委員会紹介集会（放送） 

視力検査（１年） 内科健診（２・３年） 

クラブ活動（６校時） 

27 火 視力検査（２年） 

28 水 歯科健診（２・３年）遠足（つくし） 

29 木 昭和の日 

30 金 離任式（５校時） 視力検査（つくし） 

 

※ ３０日（金）の離任式は、２年生以上が参加し

ます。１年生は４時間授業です。２年生以上の下

校は、１４時４０分頃になります。 

 

令和３年度 時程について 

 

※ つくし学級は、清掃と昼休みの時間が逆になり

ます。 

※ 感染症対策のため、１～３年生と４～６年生に

分かれて時差登校と時差下校を継続します。 

 

５月の主な行事予定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期健康診断にご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

５月  6日（月）1年生 5時間授業開始 

        眼科健診（１・２・つくし） 

５月  7日（金）朝学習 5時間授業 

        消防写生会（2年・つくし） 

５月 14日（金）地区班活動（５校時） 

５月 22日（土）スプリングフェスタ（弁当持参） 

５月 24日（月）振替休業日 

５月 25日（火）スプリングフェスタ予備日 

４月７日(火)から、定期健康診断が始まります。

用意していただくものや、記入していただく書類

等、保護者の方のご協力が不可欠です。詳細は、 

「ほけんだより」等をご覧ください。 

生活時程表

時間

児童登校 10

手洗い・朝の会

朝学習・朝読書・安全指導等

全校朝会（放送） 10

１校時 45

休憩 10

2校時 45

中休み 15

3校時 45

休憩 10

4校時 45

給食 45

清掃　もしくは　昼休み 15

5校時 45

休憩 5

6校時 45

学びの時間・安全指導　等 15

帰りの会 ５～10

児童下校 10

月曜日　委員会・クラブ 45

水曜日　学習フォローアップ
25

(30)

上記以外の最終下校　※１　全校が一斉に終了する場合、5分差をつけて奇数組・偶数組で時差下校とする。

３時間　土曜日

4時間　給食有り

3と1/3の時の下校時刻

5時間　フォローアップ無し

低学年　１２：０５ 高学年　１２：１０

１４：３０ １４：３５

F.U.　14:25－14:50(25分)
下校　14:50－14:55

F.U.　14:25－14:55(30分)
下校　14:55－15:00

１１：４５ １１：５０

１３：２０ １３：２５

１５：０５－１５：１５ １５：２５－１５：３０

１５：１５－１５：２５ １５：３０－１５：４０

委・ク　14:３0－15:15
下校　　15:15－15:30

１４：１５－１４：２０

１４：２０－１５：０５
※　委員会・クラブは

下記参照

１５：１０－１５：２５

10～15 ８：２５－８：４０ ８：３０－８：４０

１３：３０－１４：１５

8:30－ ※　月曜日隔週

８：４５－９：３０

９：３０－９：４０

９：４０－１０：２５

１０：２５－１０：４０

１０：４５－１１：３０

１１：３０－１１：４０

１１：４０－１２：２５

１２：２５－１３：１０

１３：１０－１３：２５

西東京市立中原小学校

１・２・３年生/つくし学級 ４・５・６年生

８：１５－８：２５ ８：２０－８：３０



 

 

 

 

正門（西門） 

東門 

保健室 

 

 

・児童の登下校は主に正門(西門)を使用します。学校の東側・南東側・北東側に住居がある家庭は、

東門を使用します。昇降口は、それぞれの学年用昇降口を使用します。 

・遅れて登校する場合（8 時半過ぎ）は、保護者と一緒に正門（西門）（※１）から敷地内に入りま

す。正門(西門)と東門は、8 時半には閉まります。 

・保護者の出入りは、地域開放用玄関を利用してください。自転車で来校される場合は、正門からの

みとなります。 

・保護者の方で来校される場合は、「保護者証」を必ず着用してください。お忘れの際は、1 階地域

開放用玄関（※２）にある「来校者名簿」にご記入の上、来校者証を必ず着用してください。 

・通用門は、職員・業者・つくしスクールバス利用児童のみです。（放課後・土日の校庭開放及び社

会教育団体は、使用可能です。）職員用口は、安全上、職員・業者のみの使用となります。 

・放課後、用事がある場合は、正門横の小さな門からお入りいただき、一度職員室にお立ち寄りくだ

さい。 

・学童クラブ（１階旧技術室）利用の際は、正門脇の通用門から入り、東昇降口の左にある 

「開放玄関」をお使いください。 

・北校舎２階は３・４年生、３階は５・６年生の教室となります。教室配置につきましては、保護者

会前までにお子様を通して配布します。 

※１ 

学童 

クラブ 

通用門 保護者・地域開放用玄関※２ 

職員用口 

つくし 

職員室 

令和 3年度 門及び校舎出入り図 

教
材
室 


