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横浜市立あざみ野第二小学校 

学校だより ３月号 
第１３号  令和３年２月２６日発行 

学校だよりはホームページにも掲載されていま

す。学校日記も更新中です。ぜひご覧ください。 

青葉区あざみ野三丁目 29 番地 3 

TEL 045-902-4866 

＜令和２年度 離任式（離任予定者とのお別れ会）＞ 
 令和２年度の離任式を次の通り実施いたします。離任予定者の氏名や式の詳細については、３月２３日（火）

に全校配付プリント（１～５年生）とメール配信（卒業生を含む一斉配信）でお知らせします。 

◇実 施 日：令和３年３月２６日（金） 

◇時間と場所：１０：４５～１１：４０ 在校生のみ（各教室） 

       １２：００～１２：１５ 卒業生並びに保護者・地域の方（東昇降口前及びカラー舗装） 

見えないモノ 
校長 三瓶 淳 

昨年の今頃は、３月３日からの一斉臨時休業に備えて、子どもたちとできることは何か、全教職員で検

討していました。そこから１年が経ち、まさか再度の緊急事態宣言下で学習を進めているとは、当時の私

たち、だれ一人想像していなかったことです。しかし、子どもたちは、今日まで見えないウイルスと上手

に生活し、一度も臨時休業にすることなく学校生活の活動制限を最小限にとどめてくれました。これは、

子どもたちのがんばりがあったから実現できたと思っています。そして、ご家庭における感染拡大防止に

対するご協力にも深く感謝いたします。 

 

ところで、２月 13 日（土）23 時過ぎに福島県沖を震源とする大きな地震がありました。私をはじめ

福島や宮城に実家をもつ教員たちと互いの状況を確認し合いましたが、幸いに被害はありませんでした。

しかし、地域によっては、東日本大震災が起きた時よりも揺れや被害が大きかったと語る住民の様子も報

道され、10年前を思い出しました。また、気象庁の「東日本大震災の余震である。」と言う発表を聞き、

10 年経ってもなお余波があることに驚き、ならば 10 年後の新型コロナウイルスと人間の戦いはどうな

っているか、頭の中を駆け巡りました。あの時の福島県民は、放射能という目に見えないモノに日常生活

を制限されました。コロナ禍も目に見えないモノとの戦いです。待ちに待ったワクチン接種が始まりまし

たが、国民全員が接種できるまでは、今後も感染リスクを下げるための生活が続いていくのだろうと思い

ます。 

学校は、個がもつ性格や価値観、身に付けた学力等を仲間との関わりを通して高め合っていく場であり、

また相手の表情や発言等から、自分を振り返り、より良い言動へ変えていく思考の場でもあります。しか

し、この見えないウイルスは、人と人の距離や繋がりを遠ざけてしまいます。またマスクをしているため、

ちょっとした表情の変化やつぶやきに気付きにくくなってしまいます。そのせいか、相手を傷つけるよう

な言葉によるトラブルが少し多かったように感じました。声になって出てくる言葉は、目に見えません。

言葉は、人を励ましたり、助けたり、心を温めたりしてくれます。反対に、人に嫌な思いをさせたり、傷

つけたり、時には命を奪うことさえあります。自分が何気なく使っている言葉が、相手にとって、どうい

う意味をもつか考えることが大切です。まだしばらくはコロナ禍による制限された生活を余儀なくされま

すが、温かい言葉、相手を思いやる言葉があふれる学校を目指していきたいと思います。 
 

今年度は、地域の方をお招きしたり、保護者の方にお子様の学ぶ姿をお見せしたりすることができない

まま終わってしまい、たいへん寂しい 1 年となりました。次年度は、学校が 40 歳を迎えます。子どもた

ちの思いがつまった 40周年記念スローガン『走れ！未来へ 深めよう！きずな』をもとに、もう一度学

校・家庭・地域のつながりを大切にし、高め合い、きずなをさらに深めていきたいと思います。 



 

＜下校時刻変更のお知らせ＞ 
３月 ４日（木） 全校１３：３５  

 委員会活動・クラブ活動がない木曜日 
  １１日（木） 全校１１：５５ 
          ハマ弁休止のため昼食なし 
  １７日（水） 全校１１：５５ 
          昼食タイム終了のため 
  １８日（木） １・２・３・４・６年 １０：３０ 
                 ５年 １１：４０ 
         ５年生・教職員による卒業式準備のため 
  １９日（金） １・２・３・４・５年 ９：００ 
                ６年１２：００ 
         卒業生とのお別れ式・卒業式実施のため 
  ２２日（月）～２６日（金）  全校１１：５５ 
         昼食タイム終了のため 

＜教育相談＞ 
 まずは担任にご相談ください。また学校では担任以外にも多
くの教職員（学年主任、養護教諭、児童支援専任教諭、学校カ
ウンセラー等）が子どもたちの学校生活を見守っています。何
か気がかりなことがあればご相談ください。 
 〇学校カウンセラー＜廣川あすか＞ 
  ※カウンセラーの予約は（℡９０２－４８６６） 

児童支援専任 板東まで 
   ３月の来校日 

 ４日（木） ＡＭ 
１１日（木） ＰＭ 
２３日（火） ＡＭ 

※日程が合わない場合はあざみ野中学校や青葉区役所でも相
談することができます。 

 あざみ野中（毎週水曜日：9:00～17:00 ℡902－5180） 
 区役所こども家庭支援相談 

（毎週金曜日 9:00～17:00 ℡978-2460） 

 

 

 

＜令和 3 年度行事予定～第 1 弾！＞ 
 「学校評価アンケート」の結果や「教職員による教育活動の
振り返り」をもとに、令和 3 年度の年間行事予定を作成しま
した。主な行事をお知らせします。 
 ４月 ７日（水） 第４０回着任式・始業式・入学式 
   ★８日（木）～２８日（金） ４月集団登校日 
   １２日（月） 懇談会６年 給食開始 
   １３日（火） 懇談会５年 
   １６日（金） 懇談会４年 
   ２０日（火） 懇談会５・６組 
   ２３日（金） 懇談会３年 
   ２６日（月） 懇談会２年 
   ３０日（金） 懇談会１年 
 ５月 ７日（金）～１４日（金） 地域家庭訪問 
※「５月全校土曜参観」は実施日・内容～未定 

「ＰＴＡ総会」はＷＥＢ形式・「学校説明会」はデータ配信で実施決定      
 ６月１３日（日）～１４日（月）５年西湖宿泊体験学習 
   ２０日（日）～２１日（月）４年高尾宿泊体験学習 
 ７月 ２日（金） 懇談会１年 
    ５日（月） 懇談会５・６組 
    ６日（火） 懇談会２年 
    ９日（金） 懇談会３年 
   １３日（火） 懇談会４年 
   １６日（金） 懇談会５年 
   １９日（月） 懇談会６年 
   １１日（日）～１２日（月）６年日光修学旅行 
 ７月２１日（水）～８月２６日（木）夏季休業 
 ★８月２７日（金）～９月 ３日（金）８月集団登校日 
 ９月２４日（金）～３０日（木） ９月個人面談 

１０月８日（金）前期終業式   １０月１１日（月）後期始業式 

１０月１６日（土） 第４０回運動会（予備日 17 日・19 日） 
   ２５日（月）～２９日（金）open school あざ二 
   ３０日（土） あざ二フェス（予定） 
１２月１０日（金） ミュージックフェスタ① 
   １１日（土） ミュージックフェスタ② 

創立４０周年記念式（予定）           

１２月２５日（土）～１月６日（木）冬季休業 
 ★１月 ７日（金）～１４日（金） １月集団登校日 
 ３月１８日（金） 第４０回卒業証書授与式 
   ２５日（金） 第４０回修了式・離任式 
  ３月２６日（土）～４月６日（水）学年末・春季休業 

 

日 曜 朝 主な行事
放送 朝会⑩（教育サポーターありがとうセレモニー）

朝会

集会 バトンタッチ集会

スキル おはようどんぐりこ３・４年

おはスポ説明会(中休み　体育館）
集会 ６年生を送る会

学校カウンセラー来校AM
スキル

マイプ

ラン 委員会活動アンケート

スキル 懇談会（最終）５・６組

集会 ５・６組遠足
校庭 ６年懇談会（最終）
スキル おはスポ①　　　　６年対象読み聞かせ（8:30～9:10）

おはようどんぐりこ５・６年、５・６組 
特タ 特別タイム全校11:55下校（ハマ弁休止のため昼食なし）

学校カウンセラー来校PM
スキル 卒業式練習②
マイプ

ラン

スキル 卒業式練習③

年度末清掃週間（大掃除　3/26まで）
放送 卒業式練習④
朝会 朝会⑪ 昼食タイム終了
特タ 卒業式予行練習

特別タイム全校11:55下校（ハマ弁終了のため昼食なし）

特タ 卒業式前日準備（５年行６Ｍ）

１～４年、６年10:30下校　５年11:40下校
式 第39回卒業証書授与式

卒業生とのお別れ式（１～５年　9:00下校）

春分の日

特タ 特別タイム11:55下校

特タ 特別タイム11:55下校

学校カウンセラー来校AM
特タ 特別タイム11:55下校

おはスポ②
特タ 特別タイム11:55下校

式 令和2年度修了式　特別タイム11:55下校
特タ 令和2年度離任式

学年末休業開始（3/31まで）

10 水

7 日

8 月

9 火

4 木

5 金

6 土

1 月

2 火

3 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

水

木

30 火

土

22

24 水

27

28 日

29 月

19 金

31 水

3月行事予定

25 木

26 金

21 日

月

23 火

18

20 土

17


