
令和３年４月８日
第 １ 号
通算５７３号

秩父市立影森小学校

入学・進級 おめでとうございます
数日前に満開を迎えた校庭の桜はそよ風に乗せてその花びらを舞

い上げ、花壇のチューリップは輝きを見せながら色とりどりに咲き

ほころんでいます。

春本番を迎えた本日、令和３年度の幕が開けました。影森小学校 校長 新井 一也
児童の皆さん、入学・進級おめでとうございます。６３名の新入生

を迎えて新たな一年がスタートします。今なお新型コロナウイルスの拡大が心配されるところでは

ありますが、引き続き感染症対策を講じながら、安心安全な学校運営に努めて参ります。

今日の始業式の中で二つ話をしました。一つは、影森小学校は『あいの学校』であるということ。

学校に愛の石、愛の森、友愛の池があることに加えて、友だち同士が助けあい、学びあい、話しあ

い…。「あい」にあふれる影森小です。さらに「あい」さつを頑張って欲しいと伝えました。二つ

目は、「新しい学年のスタートにあたって目標を持つ」という話です。目標を立ててそれに向かっ

て努力することで、人は成長することができます。進級という節目にあたって自分なりの目標を立

て、それに向かって一年を通して努力してください。

今年度、影森小学校の歴史と伝統を受け継ぎ、３６７名の児童、３５名の教職員とともに子ども

や地域の実態に合わせた教育活動を展開して参ります。また、秩父市が文部科学省より「学校安全
総合支援事業」の委託を受け、影森中学校区がモデル地域となります。市教育委員会の指導のもと、

本校は影森中学校、久那小学校とともに学校安全に係る教育活動の充実に向けて取り組んで参りま

す。保護者、地域の皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和３年度４月７日現在の児童数（ひまわり学級の児童は、各学年に入っています。）
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 合 計

男 ３３ ２３ ４０ ２６ ３３ ３１ １８６

女 ３０ ３２ ３１ ２６ ３１ ３１ １８１

合計 ６３ ５５ ７１ ５２ ６４ ６２ ３６７

☆林惣一様から、１年生に「ムクロジ（無患子）の実の交通安全お守り」をいただきました。
☆平沼一夫様、川端壽男様から、「カブトムシの幼虫」をいただきました。
☆日頃よりベルマークを集めていただき、ありがとうございます。アジャスタブルハードル５
台、ソフトフォームボール１個を購入させていただきました。

☆１～３年生のみ下校方法を変える場合は、連絡帳に記入せずに、本日お配りした「下校変更
届」を担任に提出してください。変更を確実に行うためにご協力お願いいたします。

＜令和３年度学校教育目標＞

◇基本目標 『心豊かにたくましく生きる子』

◇具体目標とめざす児童像

「かしこい子」（知）

○気づき考える子 ○確かな学力を身につける子 ○進んで取り組む子 ○進んで表現する子

「あかるい子」（徳）

○あいさつと返事のできる子 ○自然や本に感動する子 ○思いやりのある子 ○仲よくできる子

「つよい子」（体）

○しっかり食べる子 ○元気に運動する子 ○最後までやりとおす子 ○健康で安全な生活ができる子

◇めざす教師像 『子どもへの愛情 職への使命感 豊かな人間性をもった教師』

◇めざす学校像 『かがやく瞳 げんきにあいさつもりもり給食 リズムにのって響く歌声

心豊かに考え 話し合い 学び合う 影森小学校』
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☆１～３年生のみ下校方法を変える場合は、連絡帳に記入せずに、本日お配りした「下校変更
届」を担任に提出してください。変更を確実に行うためにご協力お願いいたします。

＜令和３年度学校教育目標＞

◇基本目標 『心豊かにたくましく生きる子』

◇具体目標とめざす児童像

「かしこい子」（知）

○気づき考える子 ○確かな学力を身につける子 ○進んで取り組む子 ○進んで表現する子

「あかるい子」（徳）

○あいさつと返事のできる子 ○自然や本に感動する子 ○思いやりのある子 ○仲よくできる子

「つよい子」（体）

○しっかり食べる子 ○元気に運動する子 ○最後までやりとおす子 ○健康で安全な生活ができる子

◇めざす教師像 『子どもへの愛情 職への使命感 豊かな人間性をもった教師』

◇めざす学校像 『かがやく瞳 げんきにあいさつもりもり給食 リズムにのって響く歌声

心豊かに考え 話し合い 学び合う 影森小学校』


