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＜令和３年度 あざみ野第二小学校 運営組織＞    2021/4/2 版 

 

学校長 宇都宮　桂 副校長 我妻　まゆみ 教務主任 花里　理香 副教務主任 佐々木　国治 初任研ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

養護教諭 小川　眞由美 学校事務職員 小野　由子 児童支援専任 八田　弘美 学校栄養職員 大橋　京 佐々木孝幸

技能吏員
（用務員）

木本　有祥 溝口　律子
技能吏員
（調理員）

鈴木　清美 杉林　光江 野邊　逸子 理科支援員

初任者指導教員 粟飯原　桂子 職員室アシスタント 山田　可奈子 学校司書 西村　友美 学校カウンセラー 廣川　あすか 臼田　欣也

道徳教育推進 大原　北穂 特別行事部長 花里　理香 課題検討部長 八田　弘美 授業研究部長 佐々木　国治 SSW

外国語AET ﾏｲﾘｰﾝ ﾅｶﾔﾏ 国際理解IUI ｾｷ ｳｼｬ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 人権教育担当 大原　北穂 地域協働担当 佐々木　国治 古森　むつみ

 学年組織 　○は主任

所属組 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年
音楽科専科
（５・６年）

音楽科専科
（２・３年）

１組 　長 原 　綾 　斉藤　希美 ○大原　北穂 　小島　遼大 　安達　利咲 　林　麻里 島田　紫野 新村　一未

２組 　岡野　彩奈 ○佐々木孝幸 　小野塚悠介 ○渥美　優人 　櫻井　悠夏 ○今井　淳
図画工作科専科

（４年）

家庭科専科

特別支援

３組 ○佐々木国治 　関野　美穂 　米 田 　恵 ○森脇　祐治 　佐藤　亘 鈴木　玲子 箕浦　千佳

５・６組 ○花里　理香 　松岡　宏治 　鈴木　里奈
外国語

サポーター(低）

外国語

サポーター(高）

チームマネージャー

（教科分担制）
未定 藤井　惠八田　弘美（３・４年） 島田　紫野（５・６年）
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校長 宇都宮 桂 
桜の花びらが春の温かい日差しの中、キラリと光りながら舞っています。4 月に着任しました校長の宇

都宮です。保護者・地域等のみなさまのご理解・ご協力をいただきながら、きらり かがやく学校づくり

に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、昨年から、感染症対策をとっての教育活動を進めています。ワクチン接種が始まっていますが、

もうしばらく with CORONA とお付き合いをしなければいけないようです。 

「行きたいところに行けない」「やりたいことができない」そんなことがありました。「去年はできた

のにー」「今まではこうだったのにー」と思ったでしょう。しかし、そこに行くことや、やりたいことが、

本当に自分に必要なのか、価値のあることなのかなど、コロナのお陰で自分を振り返ることができたと思

います。つまり、Corona は「自分を振り返る Chance」だと考えます。 

そこで、今の自分を振り返り、苦手なこと、やりたくてもなかなか達成できないこと等、「できる自分」

「なりたい自分」になるために Challenge＝挑戦してほしいと願います。「幸運（チャンス）の女神に

は、前髪しかない」ということわざがあります。チャンスの女神には前髪しかないので、向かってくると

きにつかまえないと、通り過ぎてからだとつかめないということです。やらなければいけないことを、つ

いつい後回しにしたり、ためらったりすることがあります。しかし、チャンスの女神には前髪しかありま

せん。Chance だと思ったら、迷わず、失敗を恐れずに、Chance を生かして「できる自分」「なりた

い自分」になれるように Challenge してほしいと願います。 

そして、Challenge し続けることで、「できる自分」「なりたい自分」に成長することができます。

「できる自分」「なりたい自分」に変わること、それは自分が Change＝成長することです。Change＝

成長することで、達成感や成就感を味わうことができ、新たな Challenge が生まれると思います。是非、

Challenge＝挑戦し続け、よりよい自分に Change＝成長してほしいと願います。 

昨年度の感染症対策を生かし、子ども達の健康を守りながら、より充実した教育活動を進めていきたい

と考えます。そして、だれもが安心して豊かに過ごせるように、子ども達のたくさんの笑顔を見られるよ

うに進めていきます。今年度も学校へのご理解・ご協力・ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

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 

 



 

＜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 八田まで 

   ４月の来校日 

 ８日（木） 全日 

２０日（火） ＰＭ 

 

 

 

＜年度始めの集団登校＞ 
 以下の日程で集団登校を実施します。詳細については４月７

日（水）配付のプリントでご確認ください。 

４月８日（木） 登校班顔合わせ・集団登校初日 

４月９日（金）～４月２８日（水） 集団登校 

＜４月の行事予定＞ 

 

日 曜 朝 主な行事
春季休業

春季休業終了
(新６年+教職員)入学式前日準備

式 着任式・始業式
第40回入学式

特タ 全校クラス写真撮影　　　集団登校（4/28まで）
Ｂ 特別タイムB 12:20下校　大掃除　委員会活動所属修正

学校カウンセラー来校全日
特タ 特別タイムB 12:20下校
Ｂ

給食開始 　　　　委員会活動所属決定
懇談会６年
クラス写真欠席者撮影
５・６年発育測定　懇談会５年
３・４年発育測定

委員会活動①
発育測定１・２年、５・６組
６年視力検査
懇談会４年

５年視力検査
クラブ活動①
懇談会５・６組
４年視力検査　学校カウンセラー来校PM

朝会 朝会①  おはようどんぐりこ１・２年５・６組
３年視力検査
代表委員会①
２年視力検査
１年生を迎える会（児活３M）　懇談会３年
こども読書の日　５・６組視力検査

１・２年、５・６組歯科検診
懇談会２年

特タ 特別タイムA 13:35下校
A 市学力学習状況調査①２・３・４・５・６年

特タ 特別タイムA 13:35下校　　　集団登校終了
A 市学力学習状況調査②２・３・４・５・６年

昭和の日

市学力・学習状況調査予備日
１年視力検査　懇談会１年

28 水

29 木

30 金

25 日

26 月

27 火

22 木

23 金

24 土

19 月

20 火

21 水

16 金

17 土

18 日

13 火

14 水

15 木

10 土

11 日

12 月

7 水

8 木

9 金

1 木

6 火

2 金

3 土

4 日

5 月

＜下校時刻変更のお知らせ＞ 
  ８日（木）～９日（金） 

        全校 12:20 午前授業のため（特 B） 

 ２２日（木） 全校 14:05 代表委員会のため 

※代表委員会参加児童は 15:00 

 ２７日（火）～２８日（水） 

        全校 13:35 市学状採点処理のため（特 A） 

＜４月懇談会～クラス分散型～＞ 
 以下の日程で実施します。一年間の方針や行事予定について

お話ししますので、ぜひご出席ください。詳細については、４

月８日（木）配付のプリントでご確認ください。 

 ４月１２日（月） ６年  15:15～16:00 

   １３日（火） ５年  15:15～16:00 

   １６日（金） ４年  15:15～16:00 

   ２０日（火）５・６組 15:15～16:00 

   ２３日（金） ３年  15:15～16:00 

   ２６日（月） ２年  14:30～15:15 

   ３０日（金） １年  14:30～15:15 

＜横浜市学力・学習状況調査＞ 
 学習指導要領の改訂を受けて、子どもたちの資質・能力の育

成に資するものとなるよう、横浜市学力・学習状況調査の実施

時期が４月末に、実施学年は２年生以上になりました。詳細に

ついては、後日配布するプリントでご確認ください。 

＜５月地域・家庭訪問＞ 
 ５月７日（金）～１４日（金）に実施します。訪問日などの

詳細については、４月中旬に配付予定のプリントでご確認くだ

さい。 

＜令和３年度 学校週時程＞ 
 ４月７日（水）に学校週時程を配付しました。令和３年度か

ら、完全午前５時間授業を実施し、集中力の高まる午前中に

５校時までの学習を終えるようにしています。１、２年生は
水曜日の下校時刻が３月に配付したものから変更に

なっています。必ず４月７日版で下校時刻をご確認ください。 


