
                

 

 

 

未来へかけよう 二つ橋 

 

校長 青木 和裕 

 
 
梅の実が、日ごとに膨らみを増しています。鯉のぼりが、風を受けて気

持ちよさそうに泳いでいます。春の虫を探す子、花のスケッチをする子、

校庭で元気よく体を動かす子。生命が躍動する季節となりました。 
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。今

年、初めて「先生」になったある教員は、「保護者の方が、たくさんボランティアに手を挙げて

くださり、ありがたかったです。」と語っていました。温かい保護者に支えられて、教員人生の

スタートを切ることができた職員は、本当に幸せだと思います。５月１３日(金)の学校説明会に

も、保護者の皆様のご参加をお待ちしています。 
 

『全校の皆さん、おはようございます。（中略） 

 今日は、「学校教育目標」の話をします。二つ橋小学校の学校教育目標、すなわち、皆さん

に、こういう人になってほしい、という学校のめあては、これです。 

  「学び合い 認め合い 未来へかけよう 二つ橋」 

 まず、「学び合い」です。学校のよいところの一つは、周りにたくさんの友達がいることで

す。授業中に、友達の考えを聞いて、ああ、なるほど、そういう考え方もあるな、新しい気付き

があったことのある人、たくさんいると思います。友達がやっているのをまねして、逆上がり

が、リコーダーができるようになった、という人もいると思います。友達との「学び合い」の中

で、みんなは成長していきます。 

 次に、「認め合い」です。周りにいるたくさんの友達のよいところ、皆さんは、どれだけ見つ

けることができていますか。初めて同じクラスになって、まだこの人のことは全然分からない、

という人もいると思います。ぜひ、その人のよいところを見つけて、友達を大切にして、過ごし

てほしいと思います。お互いのよいところを見つけられる、認め合えるクラスは、とっても気持

ちのよい、居心地のよいクラスだと思います。 

 最後、「未来へかけよう 二つ橋」です。これは、難しいですね。橋は、普通、川や海にかけ

ますね。未来へ二つ橋をかけるとは、どういうことでしょうか。二つ橋小に通う皆さんの人生

は、未来へつながっています。今、小学校で学んでいることは、すべて、大人になってからの皆

さんの力の源になります。皆さんが、将来自信をもって社会に羽ばたいていってほしい、そのた

めの力を、二つ橋小でたっぷり身に付けてほしい。と同時に、二つ橋小学校自体を、皆さんの力

で今よりもっと素敵な学校に創り上げていってほしい。そんな願いが込められていると校長先生

は思います。 

 今、ここにいる２年生から６年生の皆さん、１年生に、二つ橋小学校の学校教育目標「学び合

い 認め合い 未来へかけよう 二つ橋」は、こんな意味があるんだよ、と自分の言葉で教えて

あげてくださいね。 

そして、皆さん、自分のめあてをしっかりもって、クラスや学年のめあてを意識して、毎日過

ごしてほしいと思います。校長先生の話、終わります。』 

（始業式の３日後、４月１２日（火）の朝会で、子どもたちに語った話です。） 
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令和４年度、７３名の１年生が二つ橋小学校に入学しました。

全校児童４７２名でのスタートです。 

 

 

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。「はまみらい」という名前の

バラの花もたくさんのつぼみをつけています。オープンガーデンは５月１３日（金）～１５日

（日）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１５日（金）～１７日（日） 



今年度も、体育館ステージ前に座った１年生へ、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。後日、１年生からはテレビ放送

で、ありがとうのメッセージを受け取りました。 

１年生のときに楽しかったこと 二つ橋クイズ 校歌の歌詞をプレゼント 

♪ミッキーマウスマーチ♪の 

       リコーダー演奏 

ペア交流のこと 



 

 

 

 ４月１８日（月）・１９日（火）・２５日

（月）・２６日（火）の４校時に１年生の授

業参観を行いました。おうちの方に頑張って

いるところを見てもらえて、うれしそうでし

た。 

 

 

４月７日（木）に入学した１年生が、学校生活に早

く慣れるよう、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１３日（水）、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２５日（月）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。お昼の放送で、図書委員の子

どもたちが、「騎士とドラゴン」の本

の読み聞かせをしてくれました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度も児童支援専任となりました、伊藤です。

よろしくお願いいたします。 

 ５月は、子どもたちの楽しみにしている GW が

あります。たくさん楽しい思い出を作ってほしいと

思います。同時に、GW 明けは、普段の学校生活に

戻ることに苦労をする子どもが出てきます。「登校

しぶり」とは、子どもが何らかの理由で学校に行き

たがらない状態のことです。似た言葉で「不登校」

があります。順番として「登校しぶり」があり、そ

の状態が続くことで「不登校」に移行していくとい

うのが一般的です。文部科学省から令和２年に出さ

れた統計によると、小中学校における不登校児童生

徒数は、196,127 人（前年度 181,272 人）であ

り、不登校児童生徒の割合は 2.0％（前年度 1.9％）

とされています。不登校や登校しぶりの大きな原因

として、学校生活での心配事や生活のリズムの乱れ

が挙げられます。ご家庭で、もし気になることがあ

りましたら、いつでも学校へご相談ください。 

 

お知らせ 

◆授業参観・学校説明会◆ 
５月１３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日に配付しましたお手紙をご覧ください。 

１５時から（受付１４時４５分から）は、体育

館で学校説明会を行います。前日までに配付します

資料をお持ちになってお越しください。 

 

◆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６日（月）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２０日

（月）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。 

 

◆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。 

 

宗安 菜津子（むねやす なつこ）さん 

 （３年２組） 

大垣 沙矢（おおがき さや）さん 

（５年１組） 

  

【期間：５月９日（月）～６月 ３日（金）】 

 

◆貸し出し用上履き◆ 
以前、学校だよりで呼びかけましたところ、たく

さんの方に寄付いただき、ありがとうございました。

しばらくは、いただいた上履きで対応できるように

なりましたので、一度、寄付の募集をお休みします。 

上履きは、子どもたちのために、大切に使わせてい

ただきます。 

 

◆下校後の忘れ物について◆ 
 防犯、職員の対応、子どもの持ち物の管理意識

などの面から、放課後は学校に忘れ物を取りに来な

いようにと指導をしています。 

 ご理解いただきますよう、お願いいたします。 

 

６月の主な行事予定 

１日（水） 横浜市歴史博物館見学（６年） 

２日（木） 開港記念日（休校） 

３日（金） 合同遠足（１・２年） 

６日（月） 学校納入金引き落とし日 

７日（火） 委員会 

８日（水） マリノスサッカー（２年） 

９日（木） 集会  歯科検診（３・４年） 

      日光修学旅行保護者説明会（６年） 

１４日（火） 朝会（創立記念式） 

１５日（水） 体験学習準備のため午前授業（５年） 

１６日（木） 歯科検診（１・２年・個別） 

１６日（木）  

～１７日（金） 愛川宿泊体験学習（５年） 

２０日（月） 全校５校時授業（校内研修のため） 

学校納入金再引き落とし日 

２１日（火） 朝会（プール開き） 

       クラブ 

２４日（金） 資源循環局見学（４年） 

２８日（火） 委員会 

２９日（水） 瀬谷区スピーチコンテスト（６年） 

３０日（水） 学校保健委員会 
 

 

 

 

 

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 



日 曜 おもな行事等予定 その他 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
1 日

2 月
聴力検査（３年） 家庭訪問（１年・個別級）

地域訪問（２～６年）

3 火 憲法記念日
4 水 みどりの日
5 木 こどもの日

6 金
集会 家庭訪問（１年・個別級）

地域訪問（２～６年）

7 土
8 日
9 月 聴力検査（２年・個別） 13時30分 14時35分

10 火
体力テスト（５・６年）
心電図検査（１年）
委員会

13時30分

11 水
体力テスト（３・４年）
聴力検査（１年）

スクールカウンセラー（午前・午後） 13時30分

12 木
集会
尿検査２次
体力テスト（１・２年）

13時30分 14時35分

13 金
授業参観（２・３校時）

学校説明会
PTA総会
第２回学校運営協議会
オープンガーデン

13時30分

14 土 オープンガーデン
15 日 オープンガーデン
16 月 聴力再検査（対象者） 防犯パトロール

17 火
朝会
避難訓練【火災】
クラブ

18 水
体力テスト予備日（５・６年）
色覚検査（４年希望者）

スクールカウンセラー（午前・午後） 13時30分

19 木
音楽集会（６年）
内科検診（１・２年・個別）
体力テスト予備日（３・４年）

愛川宿泊体験学習
保護者説明会（５年）

14時35分 15時15分

20 金 体力テスト予備日（１・２年）
校内研修のため
５校時授業

21 土

22 日

23 月
おはなしくまさん
　　　（１～３年・個別）
色覚再検査（対象者）

24 火
耳鼻咽喉科検診
（１・４年・個別・希望者）

25 水 スクールカウンセラー（午前・午後） 13時30分

26 木
IUI・AETの先生を迎える会
歯科検診（５・６年）

27 金 眼科検診（全学年）
28 土
29 日
30 月 給食費口座振替日

31 火 朝会【開港記念式】

13時30分

13時30分

15時15分

14時35分 15時30分

15時15分

14時35分 15時15分

14時35分 15時15分

15時30分

14時35分

14時35分

14時35分

15時15分

14時35分 15時15分

14時35分

14時35分

14時35分

14時35分 15時15分

14時35分 15時15分

14時35分 15時15分

14時35分

14時35分 15時15分
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