
苫小牧市立苫小牧東小学校 『東小の子は 太陽の子』 
        ・進んで学ぶ かがやく子 ・思いやりのある あたたかい子 ・心身ともに健康な あかるい子 

【学 校 基 本 情 報】 【学校経営の重点】 【学 校 職 員】 

 

苫小牧市立苫小牧東小学校 

〒053-0018 

苫小牧市旭町 3丁目３－４ 

TEL 0144-32-6231 

FAX 0144-32-6232 

１ 全教育活動を通して言語活動の充実を図り、基礎・基本の確実な定着を通し、習得し

た力を活用しながら意欲的に課題解決に取り組む児童の育成に努める。 

２ 喜びや感動を体験させる体験的な学習や特色ある教育活動の推進を通し、思いやりの

心や望ましい行動ができる児童の育成に努める。 

３ 食と健康、体力増進、防犯・安全などへの関心を高める指導の工夫を通し、命の大切

さを自覚し、自ら健康・安全に取り組む児童の育成に努める。 

 

校  長 松橋  忍 

教  頭 中嶋 清人 

教務主任 上野 英博 

算数科少人数指導 佐藤 公昭 

外国語専科 畠山  健 

１年１組 一本嶋美子 

２年１組 畑中 久弥 

３年１組 安達 舞花 

４年１組 仲田 慎吾 

５年１組 松井 由佳 

６年１組 宮川 英治 

ことばの教室 藤本 裕美 

ことばの教室 岩田  理 

ひだまり情緒１ 三井 理恵 

ひだまり情緒２ 弦巻  律 

副 担 任 田中 啓之 

ひだまり知的１ 瀬川 大地 

副 担 任 桂川 澄子 

養護教諭 黒田 彩加 

事務主幹 成田 雅江 

公 務 補 伊藤 正司 

事 務 補 大場 史織 

支 援 員 堤川由美子 

学校司書 小山内美雪 

初任者指導講師 油本  豊 

給食配膳員 岩田 涼子 

代替配膳員 菊地 美幸 

【１学期の行事予定】 【２学期の行事予定】 【３学期の行事予定】 

４月 ５日 始業式 

    ８日 入学式 

５月２４日 遠足 

６月１５日 運動会 

７月２５日 終業式 

 ８月２０日 始業式 

   ２９日 ５年宿泊学習 

 ９月 ３日 ６年修学旅行 

    ５日 開校記念日 

１０月１９日 学習発表会 

１２月２０日 終業式 

１月１４日 始業式 

３月１９日 卒業式 

   ２４日 修了式 

 

【登校・下校時刻】 【欠 席 の 連 絡】 【記 名 章】 【持 ち 物】 【帰 宅 時 刻】 

○ 登校 
 ・７：４５～８：１０まで

の間に登校しましょう。 
○ 下校 
 ・５時間授業 
  14：10～14：45 
 ・６時間授業 
  15：10～15：25 
※ 曜日によって、下校時刻
が異なります。学級通信等
で確認してください。 

 欠席の場合は、必ず学校に
ご連絡ください。８：１０ま
でに連絡をお願いします。 
電話か FAX、欠席届でご

連絡ください。 

 

 学校で記名章をつけます。 
次の店舗で販売しています。 
・セブンイレブン栄町店 
・しんどう書店 

     新富店 

     生協ステイ店 

 

 

１ 学習に必要のないもの

は持ってきてはいけませ

ん。 

２ シャープペンシルは使

用しません。 

３ 携帯電話・スマートフォ

ンの持ち込みは、禁止して

います。 

 

 次の時刻まで家に帰りま
しょう。 
 ４・９月 １７：３０ 
 ５～８月 １８：００ 
１０・３月 １７：００ 

１１～１月 １６：００ 
 ２月   １６：３０ 
 市内全体でのきまりごと
です。 

学校とＰＴＡで一緒に取り組みましょう！  
『基本的な生活習慣の確立』 朝ごはん１００％・メディアの使い方・元気なあいさつ 
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【教 育 研 究】 【ビ オ ト ー プ】 【プ ー ル 学 習】 【ス ケ ー ト 学 習】 【外国語活動・外国語科】 

○ 研究テーマ 

 「特別の教科道徳」を窓口

として、授業改善・充実のた

めの実践的な研究を進めて

いきます。 

 参観日などでも道徳の授

業公開を行います。 

 

○ ビオトープテーマ 

 『まちのなかの勇払原野』 

○ ビオトープとは 

 地域の野生の生き物がく

らす場所です。中庭に勇払原

野の植生を再現しています。 

 ここで子どもたちが環境

について学んでいます。 

○ 水泳帽子 

 学校のプールで学習しま

す。平成３１年度は、次の色

の水泳帽子を用意してくだ

さい。 

１年生…橙 ２年生…青 

３年生…白 ４年生…黄 

５年生…緑 ６年生…赤 

 白鳥アリーナでスケート

学習を行います。 

 １２月から２月ころを予

定しています。 

 それまでに、スケート靴の

用意をお願い 

します。 

 ３年生以上で外国語の学

習をします。外国語活動・外

国語科の年間授業時間は昨

年度より増えます。 

 ３・４年生…３５時間 

 ５・６年生…７０時間 

 外国語専科教員が中心と

なって授業をします。 

【習熟度別少人数指導】 【就 学 援 助】 【給 食 費】 【日本スポーツ振興センター】 【ネームフォルダ】 

 ２年生以上の算数科で、習
熟の程度に応じて学級を２
グループに分けて学習しま
す。子ども一人一人が確かな
学力を身につけるための指
導を行います。 
 年間、次の時間数を目途に
習熟度別少人数指導を行い
ます。 
２年生…１００時間 
３・４・５年生…１６５時間 
６年生…１４０時間 

 苫小牧市では小中学校に

就学するお子さんが楽しく

学習できるよう経済的にお

困りの方に費用の援助を行

っています。 

 援助を希望される方は申

請書を学校に提出してくだ

さい。 

申請は毎年必要です。 

 給食費は 

 月額 ４，５００円です。 

 納入は口座振替、納付書に

よる金融機関での窓口支払

いとなります。 

 詳しくは、第１ 

学校給食センター 

（５７－５８８１） 

にお問い合わせ 

ください。 

 学校の活動で起きた負傷

等で病院にかかったときに、

医療費が給付されます。 

 事由が発生した場合は、必

ず担任に連絡してください。 

 通学路を通って家を出て

学校から帰るまでが給付の

対象となります。 

５月頃に１人あたり３９０

円の加入金を集めます。 

 校内の安全のため、来校者

にはネームフォルダの着用

をお願いしています。 

 入学時に保護者用のネー

ムをお渡しします。卒業や転

出の際に 

返却して 

いただき 

ます。 

【Ｐ Ｔ Ａ 活 動】 【ＰＴＡ専門委員・一人一役】 【Ｐ Ｔ Ａ 会 費】 【一斉メールシステム】 【教職員の働き方改革】 

 学校と保護者が協力して、

子どもの幸福な成長を図る

ことを目的に活動していま

す。苫小牧東小学校ＰＴＡで

は、専門委員会や一人一役な

どで全員が参加して活動し

ています。 

 

○ 専門委員会 

 ・学級委員 

 ・広報委員 

 ・校外委員 

○ 一人一役 

 ・運動会に関する仕事 

 ・みなと祭りへの参加 

 ・交通安全指導 

 ・校内清掃など 

○ ＰＴＡ会費 

 年間 ２，６００円 

 安全互助会費 ２００円 

 合計 ２，８００円です。 

 

５月と９月に集金日が設

定されています。忘れずに納

入をお願いします。 

 荒天時による臨時休業を

はじめとし、緊急の場合、苫

小牧市教育委員会一斉メー

ル配信システムでご連絡し

ます。 

 各自、携帯電話やスマート

フォンで登録します。登録用

紙の必要な方は、学校までご

連絡ください。 

 『苫小牧市立学校における
働き方改革取組方針』では、
「１週間当たりの勤務時間
が６０時間を越える教職員

をゼロにする」という目標を
掲げています。本校では、そ
の時間を大幅に超過する実
態もあります。そのため勤務
時間の適正化を進めていき
ます。本来、本校の教職員の
勤務時間は８：００から 
１６：３０となっています。 

 

 

 

 

 



 


