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令和４年度 スタート 

校長 岩井 純一郎 

 

３月中に満開になった校庭の桜ですがピンク色を保ちながら、子どもたちを迎えてくれました。今日、

子どもたちは、朝から元気に登校してきました。新しい１年生８９名と新しい教職員を迎え、全校児童

６４５名での出発です。お子様のご入学・ご進級、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げ

ます。 

本校の教育目標は、「明るく元気でたくましい子」「よく考えすすんで実行する子」「たがいになかよ

くする子」です。今年度も「明るく元気でたくましい子」を重点目標にしていきます。校内研究での「体

育科」の研究も３年目になります。また、昨年度から２年間の小平市教育委員会研究推進校の指定を受

けて研究を進めていますので、今年度は体育研究のまとめの年度となります。昨年度、東京都小学校体

育研究会の研究協力校の指定も受けて研究を深めてきたことを生かして、体育科を中心に、健康教育、

体育的活動などについて研究を進め、令和５年１月２０日（金）には、研究発表会という形で研究の成

果を発表いたします。 

昨年度、コミュニティ・スクール学校経営協議会で、体力向上プロジェクトから体力テストの結果と

考察について報告がありました。その中で、コロナ禍で児童・生徒の体力が低下していると言われる中、

本校は体力が大きく低下しておらず、むしろ体力が向上している学年や種目があったという結果がでて

いて、その要因として考えられることが二つ挙げられました。一つは体育の研究によって体育授業の改

善が図られたことや朝活タイムの取組が成果として表れているのではないかということ。そして、もう

一つが、コロナ禍において、家庭における生活習慣・運動習慣の見直しが図られ、運動することに関し

ての意識が高まった可能性があるということでした。学校の研究と各ご家庭での取組が結びついた結果

ではないかということです。改めて、学校・家庭・地域が連携して子どもたちを育てていくことが大切

であることを実感しました。 

研究のまとめの今年度、さらに研究で目指す児童像として掲げている「楽しみながら運動し、友達と

関わり合う児童」「健康な心身を保つことに関心をもち、自分の生活にいかそうとする児童」の育成を

目指して実践的な研究を進めてまいります。各ご家庭でもご協力をよろしくお願いします。 

最後に、コロナ禍の対応として、昨年度の経験を生かして教育活動を工夫・変更して行っていきたい

と考えていますので、ご理解よろしくお願いいたします。さらに、保護者の皆様には、子どもたちの健

康管理について引き続きご協力をよろしくお願いします。 
 

        十二小だより 
４月号 

No.６１１ 

４月の生活目標 

生活目標    『時間やきまりを守ろう』 

保健目標   『健康診断をじょうずに受けよう』 

給食目標   『協力して準備、片付けをしよう』 

清掃目標   『掃除の仕方を身に付けよう』 

 

コミュニティ・スクール（ＣＳ） 
令和３・４年度小平市教育委員会研究推進校・令和４年度教育課程実践検証協力校 

〒１８７－００３２ 小平市小川町１－４６４ 
TEL ０４２－３４２－１７６１           FAX ０４２－３４２－１７６０ 
HP https://www.kodaira.ed.jp/12kodaira       E-mail gakkou@12.kodaira.ed.jp 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※特６ １年生はありません。特５で下校します。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

４月の予定（コロナ禍において変更する場合があります）  
日 曜 朝/下校

春季休業日終

特１始業式 始業式(9:10最終下校)  入学式(受付9:30,開始10:30)

入学式 安全点検  

特3…11:00下 十二小スタンダード確認　　地域訪問

特４…11:50下 1-4年:特3　委員会①オリエンテーション56年:特4

平4 給食始2-6年  地域訪問

13:10下校 保護者会56年15時-　教育相談日

朝会 対面式　安全指導　身体計測４年

平４ 保護者会34年15時- 教育相談日

朝読 委員会②　身体計測５年

委員会② 保教会役員選出

特５ 給食始１年　　特別支援教室指導始

心臓検診１年9:00

朝学 保護者会12年15時-　教育相談日　身体計測６年

平５ 内科４年 　遠足５年

集会 1年生を迎える会 保護者会けやき15時- 交通安全教室1年　

平５ 五中校区あいさつデー 内科3-1,2 尿検査1次① 教育相談日

朝学PC 遠足６年　身体計測２年①

図書室開室

朝読 全国学力・学習状況調査6年(国算理アンケ）

クラブ① クラブ①　身体計測２年②・けやき　内科3-3,4

特６ 身体計測３年　遠足けやき

12T① CS①16:00

朝学 消防写生会(仮予定①5/2②4/26変更有)

身体計測１年

集会 委員会紹介　尿検査1次②　避難訓練

離任式 離任式　　保教会委員会（体育館使用1～4校時）

朝会 遠足３年　内科6-1,2　視力1年

朝読書 消防写生会２年(仮予定①5/2②4/26変更有）

ク委なし 視力５年

特６ 日光移動教室実地踏査①

12T② 視力３年 

朝学 遠足２年　　日光移動教室実地踏査②　視力６年

昭和の日

10:30-12:00外遊びイベント（3年生申込者）
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※昨年度末の保護者会でお知らせした行事予定から変更があります

のでご確認ください。遠足日が変更となりました。太字にしています。 

 

□5月の予定（コロナ禍において変更する場合があります） 
２日（月）遠足１年 内科検診 6-3.5-1 視力検査４年  

６日（金）遠足４年 内科検診 5-2.5-3 視力検査けやき 

10 日（火）避難訓練 尿検査報告 

13 日（金）移動教室保護者説明会 15 時～ 

16 日（月）教育実習始 6 月 10 日まで
児童・生徒の学力向上を図るための調査始 24 日まで  

21 日（土）運動会 

24 日（火）運動会予備日 十二小体力テスト週間始 

24 日（月）体力テスト開始 

26 日（木）体力テスト（保護者ボランティア） 

27 日（金）体力テスト（保護者ボランティア） 

 

 

□電話相談のお知らせ 

小平市教育相談室では、市内の児童・生徒の新学期開

始に伴う不安、いじめや不登校に関することを電話で相

談できます。どんな小さな悩みでも結構です。お気軽に

お電話ください。なお、当日の来室による相談は受け付

けできません。 

とき 令和 4 年 4 月 16 日(土) 

 9 時から 16 時 30 分まで 

小平市教育相談室  電話 042(343)9411 

□マスクの着用について 
学校の教育活動においては、児童には、感染予防のた

めに、原則としてマスクの着用をお願いします。ただし、

アレルギーや心身の状況等の理由により、マスクを着用

することができない児童や、常時マスクを着用すること

について、不安や不調等を感じる児童に対して、差別や

偏見が生じることがないよう指導するとともに、マスク

を着用することができない場合や、やむを得ない場合に

は、咳エチケットを行うよう指導いたします。また、マ

スクの着用による熱中症などの健康被害を防ぐために、

体育の授業等では、児童の心身の健康を最優先し、マス

クを外すよう指導してまいりますので、御理解いただき

ますようお願いいたします。 

□体力テスト 計測ボランティア募集 
 ５月 26日（木）27日（金）、３０日（月）の１～４

校時（8：45～12：15）に、体力テストを行います。 

 ※雨天時予備日５月 31日（火）、６月１日（水） 

内容は、①長座体前屈②反復横跳び③立ち幅跳び④ソフ

トボール投げ⑤握力⑥上体起こし⑦１・２年のシャトル

ランの計測のお手伝いをお願いしたいです。計測を通し

て、児童の頑張りや様子を見ていただき、励ましていた

だけるとありがたいです。 

詳しくは、４月７日（木）にボランティア募集のお知

らせが別途出ますので、そのお便りをご覧ください。 

申し込み締め切りは、４月２０日（水）になっておりま

す。また、５月１２日（木）15：30～測定方法研修会を

行う予定です。よろしくお願いします。 

 
□運動会の変更について 

今年度の運動会は、1学期に実施いたします。昨年度

末の保護者会で配布しました行事予定から変更になり

ました。 

実施日：５月 21日（土）雨天延期 

雨天時：５月 22日（日）※24日（火）以降順延 

運動会振替休業日：５月 23日（月） 

 
□欠席・遅刻・早退の連絡について 
 欠席・遅刻・早退の際は、フォームへの入力連絡をお

願いします。8 時 15 分までに入れていただけますとあり

がたいです。複数日欠席の場合にも、毎日入力をお願いし

ます。また、入力について以下の点のご確認をお願いしま

す。 

入力例）日付 10月 20 日 半角・全角可 ※日付の前に

年号を入れる、後に曜日を入れる、欠席を 

入れるなどは、読み取りませんので、ご注 

意ください。日付のみの入力をお願いしま 

す。   →→→ 入力フォーム →→→ 

 


