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宮城教育大学附属小学校

わが母校の

　新たに11名の先生方を迎え、教職員48名、児童710名で令和
３年度コロナ禍２年目がスタートしました。
　今年度は、通常通り４月８日に始業式、４月９日に入学式を
迎えることができました。子供たちは、新たな学校の生活様式
にも慣れ、「知恵を絞って工夫して、何とか通常通りの活動を」
を合い言葉に、教育活動に取り組んでいます。

　今年度で「なかよし運動会」は第44回、「合唱の会」は第48回を
迎えました。なかよし運動会は、５月23日に実施いたしました。ま
た、合唱の会は、12月10日に東京エレクトロンホール宮城を会場
に実施する予定です。
　子供たちに集団の中で自分の力を十分に発揮させていくことで、
仲間意識をもたせ、集団への所属感や達成感を感じることができる
ようにすることをねらいとして取り組んでいます。

　教育実習では、Ⅰ期（前期）、Ⅱ期（後期）合わせて200名を超え
る教育実習生を迎え入れています。Ⅰ期の教育実習は６月14日から、
Ⅱ期の教育実習は11月15日から行いました。
　子供たちとの触れ合いや教壇に立っての授業実践。コロナ禍で制
限のある中、そして短く限られた期間の中ではありますが、実習生
はもちろんのこと、子供たちにとっても学びの多い、充実した時間
を共有しました。

　Society5.0の時代に向けた未来の学校教育の新たな指針となるこ
とを願って、特定非営利活動法人みんなのコードと共同で、国内初
の取組として「コンピュータサイエンス教育」のカリキュラム開発
を進めています。「デジタル社会をどう生きるか」を自分自身の言
葉で語れ、「地方でも地方だからこそコンピュータでより豊かな生
活を送れる」ということを実感できる子供たちの育成を目指してい
ます。

新たな学校の生活様式の中で（コロナ禍２年目の取組）

【１年生たんぽぽ学年入学式】

【仲間とバトンをつないで】

二大行事（なかよし運動会・合唱の会）

【子供とともに学ぶ教育実習】

教育実習

【コンピュータサイエンスAIについて】

コンピュータサイエンス教育
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宮城教育大学附属小学校　同窓会役員

　今年も新型感染症対策の中、子供たちは元気

に小学校で活動をしているようです。

　先生方、PTAの皆様の並々ならぬ対策・気配

り心配りにより、安全安心に小学校が運営され

ているのを実感しています。

　昨年同様、同窓会の総会を中止にし、決算・

予算を役員の皆様と審議をさせて頂きました。

　昨年度は今まで以上の会費を、会員の皆様に

ご負担頂きました。本当にありがとうございます。

　昨年度決算は皆様の会費からも、感染症対策

に支出をさせて頂きました。

　具体的な支出を事務局から会報に掲載させて

頂き、今後は同窓会のホームページも活用して

いきたいと思います。

　今年度の予算には感染症対策の他に、まじか

に迫った小学校創立150周年記念の年に向け、

活動を始めました。

　まだ具体的な案を模索中で、これからも小学

校と協議を重ねてまいります。	

　長きに渡り会計監事でお力添え頂いておりま

した安藤裕先輩より、今年は吉岡秀祐さんに一

人監事をお願いしたいとお申し出がありました。

　長い間お役を引き受けて頂き、本当に感謝申

し上げます。ありがとうございました。

　次回の総会は、同窓会特別授業も含め、会員

の皆様とのコミュニケーションを図りたく役員

皆様のお力をお借りして、施策を考えて参ります。

　来年度も会員皆様のバックアップをご期待さ

せて頂き、同窓会の活動をして参ります。

〒980−0011	 仙台市青葉区上杉６−４−１
	 宮城教育大学附属小学校内
TEL		022−234−0318　FAX		022−234−0303
E-mail　s-toshihiro@fu-syou.miyakyo-u.ac.jp

宮城教育大学附属小学校
同窓会事務局

■担当
　佐藤　俊宏（教頭）

会 長 星山己知郎 （昭和44）

副会長

鈴木　繁雄 （昭和32）

清本多恵子 （昭和44）

黒 須　　 憲 （昭和44）

顧 問
西 城　　 潔 （校　長）

佐々木誠道 （副校長）

顧 問
三好　裕子 （昭和16）

笹氣光寿郎 （昭和31）

幹 事

増田　英俊 （昭和19）

笹森　玲子 （昭和25）

八木　和彦 （昭和34）

萱場　昭彦 （昭和41）

木越　直彦 （昭和44）

佐藤　理絵 （昭和44）

菅野　麗子 （昭和44）

佐藤　牧子 （昭和44）

幹 事

内ケ崎みち （昭和46）

佐藤由紀子 （昭和46）

宮崎　洋文 （昭和54）

会計監事 吉岡　秀祐 （昭和56）

宮城教育大学附属小学校同窓会　会長　星山　己知郎

同窓会会員の皆様へ



3

宮城教育大学附属小学校　同窓会会報

令和３年度総会は中止
　新型コロナウイルス感染症の第５波は全国的に急激に収束し、緊急事態宣言やまん延防止等重

点措置も解除されたところではありますが、飲食を伴う会合や遠方からの往来は、いまだ自粛を

要すると思われます。諸般の状況を考慮し、残念ながら今年度も総会は取りやめることにしました。

新型コロナウイルス感染症対策支援金、来年度も計上
　今年度予算に初めて計上した「新型コロナウイルス感染症対策支援金」（800,000円）は、母校

の子どもたちの感染防止のため、校内の水道蛇口の交換やアルコール消毒液の購入など有効に活

用していただきました。コロナ対策は来年度も必要です。後輩たちの安全安心な学校生活を支え

るため、同窓会としても引き続き、支援金を予算

化しました。

創立150周年記念事業に向けて
　母校は令和６年（2024年）に創立150周年を迎えます。同窓会も記念事業を行うために、来年
度の予算に新たな項目として「寄付金」を加えることにしました。ご理解のほど、よろしくお願

いいたします。

あたたかいお心遣いをいただきました
　一通の手紙が附属小学校に届きました。その手紙には、90歳のお母様が旅立たれたことが書か

れていました。また、お母様が生前、小学校の時の教育実習の思い出をよく語られていたという

ことも書かれていました。そして、そのお母様の娘さんと息子さんから手紙とともに、コロナ禍

に役立てていただきたいとご寄付をいただきました。ありがとうございました。

　お母様のご冥福をお祈り申し上げます。

ホームページに同窓会のページを開設しました
　附属小学校ホームページに同窓会のページを開設いたしました。同窓会会報などを掲載したい

と思います。併せて、子供たちの活動の様子を掲載しているブログなどもご覧ください。下記QR

コードからも閲覧できます。

　校地内156か所の蛇口を全てハンドル式
に交換させていただきました。直接手で触
れることなく、ひじを使って開け閉めがで
きるので、感染対策になっています。登校時、
休み時間の後、給食前など、手洗いが習慣
化されています。



　今年度より異動連絡はがきの送付を廃止いたしました。異動連絡がある際は、下記の内容について、電話かまたはメール
でご連絡ください。
　①氏名　②住所　③卒業年度　④整理番号　⑤変更内容
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　同窓会は、会員の皆様の会費で運営されています。私たちの卒業した
附属小学校。これからの未来を担う子供たちに協力することのできる同
窓会にしたいと思っています。皆様のご協力をお願いいたします。
　令和３年度分の同窓会年会費2,000円の納入（同封の払込票にて）にご
協力をお願いいたします。

同窓会費
納入のお願い

令和３年10.15　会計監査
　　　　10.15　役員会
　　　　　　　	※第56回同窓会
　　　　　　　	　特別授業・総会・懇親会　中止
令和４年３.18　令和３年度卒業式で卒業生に記念品贈呈
　　　　　　　	「卒業証書ホルダー」
　　　　５.	 役員会
　　　　10.	 会計監査
　　　　10.	 第57回同窓会　特別授業・総会・懇親会

令和２年７.３　会計監査
　　　　７.７　役員会
	 ※コロナウイルス感染拡大防止のため令和２年度の総会は中止

令和３年度　会計予算

令和２年度　会計報告

令和３年度　事業計画令和２年度　事業報告

収入総額	 1,943,482円
支出総額	 1,943,482円
差引残高	 0円

収入総額	 2,565,374円
支出総額	 2,001,897円
差引残高	 563,477円

1　収入の部 （単位：円　△収入減）

項目 令和２年度
決算額

令和３年度
予算額 増減額 備　　考

1　年度会費 1,475,674 1,200,000 △275,674 2,000円×600名試算
2　入会金 199,500 180,000 △19,500 1,500円×120名試算
3　総会会費 0 0 0 総会中止予定のため
4　繰越金 840,195 563,477 △276,718
5　雑収入 50,005 5 △50,000 寄附金、利子等
計（A） 2,565,374 1,943,482 △621,892

1　収入の部 （単位：円　△収入減）

項目 令和２年度
予算額

令和２年度
決算額 増減額 備　　考

1　年度会費 1,200,000 1,475,674 275,674
2　入会金 180,000 199,500 19,500 1年120名編入13名
3　総会会費 0 0 0 	
4　繰越金 840,195 840,195 0
5　雑収入 4 50,005 50,001 寄附金、利子
計（A） 2,220,195 2,565,374 345,179

2　支出の部 （単位：円　△支出減）

項目 令和２年度
決算額

令和３年度
予算額 増減額 備　　考

1　総会連絡費 0 0 0
2　総会事務費 0 0 0
3　	総会案内及び
同窓会会費徴収費

1,075,566
（含む　手数料880）

1,075,566
（含む　手数料880） 0 名簿業者（サラト）支払い

4　	総会講演
　		講演謝礼費等 0 0 0 総会中止予定のため

5　総会会場費飲食費 0 0 0 総会中止予定のため
6　図書充実費 49,731 50,000 269 附属小図書館に寄贈
7　卒業記念品費 76,120 77,000 880 証書ホルダー
8　同窓会会議費 0 0 0
9　名簿メンテナンス費 0 0 0
10　新型コロナウイルス
　　感染症対策支援金 800,480 300,000 △500,480 アルコール消毒液など

11　寄付金 − 100,000 100,000 創立150周年記念事業寄付
12　予備費 − 340,916 340,916
計（B） 2,001,897 1,943,482 △58,415

2　支出の部 （単位：円　△支出減）

項目 令和２年度
予算額

令和２年度
決算額 増減額 備　　考

1　総会連絡費 0 0 0
2　総会事務費 2,000 0 2,000 切手代など
3　	総会案内及び
同窓会会費徴収費

1,090,629
（含む　手数料864）

1,075,566
（含む　手数料880） △15,063 名簿業者（サラト）支払い

4　	総会講演
　		講演謝礼費等 0 0 0 総会中止のため

5　総会会場費飲食費 0 0 0 総会中止のため
6　図書充実費 50,000 49,731 △269 附属小図書館に寄贈
7　卒業記念品費 75,000 76,120 1,120 証書ホルダー
8　同窓会会議費 0 0 0
9　名簿メンテナンス費 0 0 0
10　新型コロナウイルス
　　感染症対策支援金 800,000 800,480 480 水道蛇口交換、アルコール消毒液など
計（B） 2,017,629 2,001,897 △15,732

３　差引残高　　0円

３　差引残高　　563,477円

（自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日）

　令和２年度収支決算について監査した結果、適正妥当であること
を証する。


