
                

 

 

 

 

チーム学年経営を超えて 
校長 青木 和裕 

 

鯉のぼりが、風を受けて気持ちよさそうに泳いでいます。４

月から５月にかけての風は肌に優しく、過ごしやすい季節とな

りました。休み時間は、校庭で元気よく遊ぶ子どもたちの姿が

見られます。 

４月の授業参観、懇談会へのご出席、誠にありがとうござい

ました。短い時間ではありましたが、担任と保護者の皆様が直

接顔を合わせて話をする場がもてたのは、よかったと思いま

す。５月１４日(金)の学校説明会では、各学年の今年度の取組や全教職員の紹介もござ

います。検温、手指消毒等、感染症対策にご協力の上、ご参加いただければ幸いです。 

 

『文部科学省の中央教育審議会（渡辺光一郎会長）は２６日、２０２２年度をめどに

小学校高学年に教科担任制を本格導入することなどを盛り込んだ答申をまとめた。（中

略）柱の一つは、小学校の教科担任制だ。小学校では通常、学級担任がほぼ全教科を教

える「学級担任制」だが、教科ごとに専門性を持った教員が教える「教科担任制」を

５、６年生から導入。これにより、「きめ細かな指導が可能になり、授業の質が向上す

る」とした。』（読売新聞オンライン 令和３年１月２６日） 

 

報道で、上記の内容を目にした方も多いと思います。本校では、令和２・３年度、「小

学校高学年における一部教科分担制を伴うチーム学年経営の強化推進校」を横浜市教育

委員会より委嘱されています。本校では、かれこれ１０年以上前から教科担任制を取り

入れていて、３年生より上の学年で実施しています。この教科担任制のよさは、次の点

が挙げられます。３学級の学年においては、３教科に費やしていた教材研究の時間と労

力が１教科に集中できることで、より質の高い授業、教材準備が可能となること。教科

担任制の中学校への円滑な移行ができること。子どもに関わる教員が複数いることで、

困ったときに相談できる教員が増えること。多様な教員の目で、子どものよさや輝き、

進歩の状況等を捉えることができること。一学年の人数が多く、２学級しかない６年生

は、音楽・家庭科・図工・外国語を専科教員が担当し、社会科と理科を担任が分担して

授業を進めています。教務主任が６年のチームマネージャーとして、交換授業の時間割

調整やＴＴで入る教員の配置、行事の立案等に際して、相談を受けたり助言を行ったり

しています。 

教職員一人ひとりの持ち味を生かし、力を結集して、協働して学校経営にあたるこ

と。目指すは、チーム学年経営を基盤とした、チーム学校経営です。ある学級でおう吐

の連絡が職員室のインターホンにあると、すぐに駆け付ける職員室にいる教職員。１年

生の給食指導や下校指導をサポートする教職員。手前みそで申し訳ありませんが、そん

な教職員集団を誇りに思います。これからも、二つ橋小学校の教職員全員で、一人ひと

りの子どもと向き合い、寄り添いながら指導してまいります。引き続き、保護者・地域

の皆様の温かいご支援とご協力をお願いいたします。 
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令和３年度、６１名の１年生が二つ橋小学校に入学しました。

全校児童４８２名でのスタートです。 

体育館ステージ前に座った１年生へ、密を避けるため、各学年が入れ替わりながら出し物やお祝い

のプレゼントを贈り、二つ橋小学校の新しい仲間を全学年で歓迎しました。その様子をお昼のテレビ

放送で流し、全校で共有しました。 



 

 

 

４月２１日（水）、６年生は、社会科の学習で

横浜市歴史博物館の見学に出かけました。スタッ

フの方から説明を聞いたり、展示物を見学したり

しながら、歴史について学習しました。 

６年生        

歴史博物館見学 

 

 

はなさぽさんが子どもたちと一緒に手入れをしてくださっている花壇を、地域の方にも見てい

ただきました。花壇には、春らしい色とりどりの花が咲いています。オープンガーデンは５月に

も行われますので、ぜひご覧ください。 

オープンガーデン 



 

 

 

 ４月１９日（月）・２０日（火）の４校時

に１年生の授業参観を行いました。国語の授

業では、先生の話をよく聞いて、ゆっくり丁

寧にひらがなの学習をしていました。 

 

 

４月７日（水）に入学した１年生が学校生活にはや

く慣れるよう、密にならないよう気をつけながら、６

年生が朝や給食の時間にたくさん交流しています。 

  

  

４月１２日（月）、今年度初めての避難訓練を実施し、新

しい教室からの避難経路の確認をしました。地震や火事な

どに備え、子どもたちの安全を最優先に考えた訓練を年間

を通して計画的に実施しています。 

避難訓練 

１年生と６年生の交流 

１年生、初めての 

授業参観 

子ども読書の日 
４月２０日（火）の朝会では、校長

先生と司書教諭の岡部先生が、読書の

楽しさや「子ども読書の日」の話をし

ました。２８日（水）のお昼の放送

で、学校司書の惠木先生が、「学校だ

って どきどきしてる」の本の読み聞

かせをしてくれました。 



 
 
 

 

日 曜 おもな行事等予定 1年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 土        

２ 日        

３ 月 憲法記念日       

４ 火 みどりの日       

５ 水 こどもの日       

６ 木 
ペア集会（３・５年）→延期 

聴力検査（５年） 

家庭訪問（１年）地域訪問（２～６年） 

PTA役員会（１０時～） 
１３時３０分 

７ 金 
聴力（３年） 

家庭訪問（１年）地域訪問（２～６年） 

８ 土   

９ 日   

１０ 月 
交通安全教室（１・３年）→延期 

聴力検査（２年） 
１４時３５分 １５時１５分 

１１ 火 
体力テスト（５・６年） 

聴力検査（１年・個別） 

委員会 

１４時３５分 １５時３０分 

１２ 水 体力テスト（３・４年）   １４時３５分 

１３ 木 
全校集会 

体力テスト（１・２年）  

歯科検診（５・６年） 

内科検診（１・２年・個別） 

１４時３５分 １５時１５分 

１４ 金 
授業参観（２・３校時）（全学年） 

学校説明会（１４時４５分～） 

第 2回学校運営協議会 

オープンガーデン 

１４時３５分 

１５ 土 オープンガーデン  

１６ 日 オープンガーデン  

１７ 月 
尿検査２次 

色覚検査検査（４年希望者） 
１４時３５分 １５時１５分 

１８ 火 
朝会 

避難訓練 

クラブ 
１４時３５分 １５時３０分 

１９ 水 
体力テスト予備日（５・６年） 

聴力・色覚再検査（欠席者） 
１４時３５分 

２０ 木 
全校集会 

体力テスト予備日（３・４年） 

防犯パトロール（１６時～） 

１４時３５分 １５時１５分 

２１ 金 
眼科検診（全学年） 

体力テスト予備日（１・２年） 
１４時３５分 １５時１５分 

２２ 土 
 

 

２３ 日 
 

 

２４ 月 おはなしくまさん（１・２年）  １４時３５分 １５時１５分 

２５ 火 出前水道教室（４年） １４時３５分 １５時１５分 

２６ 水 
ペア集会（３・５年） 

代表委員会（昼休み） 
１４時３５分 

２７ 木 全国学力・学習状況調査（６年） 

歯科検診（３・４年） 
１４時３５分 １５時１５分 

２８ 金 
 

１４時３５分 １５時１５分 

２９ 土 
 

 

３０ 日 
 

 

３１ 月 AET・IUIの先生を迎える会 １４時３５分 １５時１５分 

 

感染症による社会情勢により、

行事が変更される場合がありま

す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

◆授業参観・学校説明会◆ 
５月１４日（金）の授業参観も、４月同様、地域

別に分散しての参観をお願いします。詳細は、４月

２０日に配布しましたお手紙をご覧ください。 

１４時４５分からは、体育館で学校説明会を行

います。前日までに配布します資料をお持ちになっ

てお越しください。なお、例年同じ日に行っている

ＰＴＡ総会ですが、今年度は紙面提案となります。 

 

◆学校納入金◆ 
承諾書のご提出、ありがとうございました。今年

度１回目の引き落とし日は６月７日です。残高に不

足がないように、ご確認をお願いいたします。なお、

残高不足による再引き落とし日は６月２１日です。 

 
 

◆正門・西門の施錠◆ 
 児童の登校後、正門（体育館側）と西門（せやま
る側）は、防犯防止のため施錠しています。授業時

間中に来校される場合は、正門インターホンでお名

前とご用件をおっしゃってからお入りください。校

内に入られたあとは、門をしっかり閉めてください

ますよう（すき間ができないよう）ご協力をお願い

いたします。西門は児童の下校まで基本的に施錠し

たままです。 

 

◆新しい先生を紹介します◆ 
 尾身 智哉（おみ ともや）先生です。個別級・

１・２・４・６年の体育のサポートを主に担当しま

す。よろしくお願いします。 
 

◆教育実習◆ 
２名の教育実習生が、次のクラスで実習を行いま

す。どうぞ、よろしくお願いします。 

土門 開耶（どもん さくや）さん 

 ５月１０日（月）～６月 ４日（金） 

（３年２組） 

  

坂本 亮祐（さかもと りょうすけ）さん 

５月１０日（月）～５月２１日（金） 

（５年１組） 

  

◆個別支援学級の区合同宿泊学習の 

中止について◆ 
実施に向け動き出していた個別支援学級合同宿泊

学習ですが、まん延防止等重点措置が出され、変異

株の影響が長引くことなどの心配が払拭できないこ

とから、昨年に続き、今年度も合同宿泊学習は横浜

市全体として中止することとなりました。ご理解の

ほど、よろしくお願いいたします。 
 

６月の主な行事予定 

１日（火） 朝会（開港記念式） 

      耳鼻咽喉科検診（１・４年・希望者） 

２日（水） 開港記念日 

３日（木） 集会  心電図検査（１年） 

７日（月） 学校納入金引き落とし日 

８日（火） 朝会（創立記念式） 

委員会 

９日（水） マリノスサッカー（２年） 

１０日（木） 集会  歯科検診（１・２年・個別） 

１５日（火） クラブ 

１７日（木） 集会 

       学校保健委員会 

２１日（月） 学校納入金再引き落とし日 

２２日（火） プール開き 

２３日（水） 瀬谷区スピーチコンテスト（６年） 

       資源循環局見学（４年） 

２４日（木） 集会 

２９日（火） 委員会 

３０日（水） 代表委員会（昼休み） 
 

＊４月末の時点での予定です。感染症による社会情勢

により、行事が変更される場合があります。 

 

 

 

 

今月の目標 

★生活 元気よくあいさつをしよう 

★保健 手を洗って清潔に気をつけよう 

★給食 食事のマナーを身につけよう 

 今年度、昨年度に引き続き児童支援専任になり

ました伊藤です。児童支援専任は、全校児童にか

かわる仕事をします。児童一人一人が安心して自

分らしく楽しい学校生活を送れるよう、児童指導

の推進役として連絡や調整を担当します。具体的

には、児童や保護者との教育相談を行ったり、カ

ウンセラーとの教育相談の連絡窓口になったりし

ます。また、関係機関（警察、児童相談所・子ど

も家庭支援課等）や地域の皆さんとのかかわりの

窓口となったり、中学校との連携を進めたりしま

す。さらに、特別支援教育コーディネーターとし

て、学習支援をはじめ、様々な支援が必要な場合 

に、担任や保護者・関係機関と連携するためのコー

ディネートも行います。小さなことでも、気になる

ことや相談したいことがあればいつでも声をかけ

てください。よろしくお願いいたします。 


