
 

                                      

  

         

副校長 村田 真紀 

  

  今年度から東台小学校の副校長となりました「村田 真紀（むらた まき）」と申します。 

  出身は九州の熊本です。（くまモングッズを色々持っています。）南区の石川小学校から参りま

した。その前は、鶴見区に 10年以上おりましたので、また鶴見区に戻って来ることができて、

懐かしく嬉しい気持ちでいっぱいです。何度も東台小学校には出張で来たことがありましたが、

その時はまだＥ棟が完成していない時でしたので、ようやく完成を見ることができました。私が

初めて東台小に来た 20数年前から、人数がこんなに増えていたのかとびっくりしました。歴史

ある東台小の一員になれたことがとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。 

   

  赴任してから 1か月、東台小学校の子どもたちのかわいい様子がたくさん見られました。 

  朝の西門やプール門に立つことがあるのですが、会釈をしながら「おはようございます。」  

 と目を合わせてくれる子どもたちの様子がとてもかわいいです。手を振ると、手を振り返してく

れる子もいます。先日、あるクラスに入った時、「新しい副校長先生です。よろしくお願いしま

す。」と話すと、「お名前は何て言うんですか？」と聞かれました。副校長になると、「副校長先

生」と呼ばれることはあっても名前を呼ばれることは少ないので、とても新鮮な質問でした。

「村田先生と言います。」と言うと、「ふむふむ。村田先生って言うのか。」と覚えてくれまし

た。早く子どもたちの名前も覚えたいなと思いました。 

  ４月は 1年生のために全学年の子どもたちが、色々な工夫をして喜ばせてくれました。ある学

年の子どもたちが、学校の中の写真を撮って紹介するために、職員室や校長室にインタビューに

来ました。「職員室にはいつもどんな先生がいますか？」という質問を受けました。 

「副校長先生がいることが多いです。みんなの教室から遠いから、時々会いに来てくれると嬉し

いです。」と言うと「はい！会いに来ます！」と答えてくれました。みんな、なんてかわいいの

だろうと思いました。これから東台の子どもたちの、たくさんの笑顔に会いたいと思います。 
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 「早く１年生に会いたいね。」 

「１年生に学校のこと教えたいね。」 

「１年生と遊んで仲良くしたいね。」 

 入学した１年生に早く会いたい在校生たち。そんな気持ちを胸

に４月２０日（水）１年生よろしくねの会が開かれました。顔を

合わせて行いたいところですが、コロナ禍のため放送で行いまし

た。各学年から東台小学校の給食や場所・行事等、お気に入りの

ところを伝えたりプレゼントをしたりしました。 

1 年生も放送を見て「はじめて知ったことがあるよ。」「揚げパ

ン楽しみだな。」など話していました。東台小学校のことをよく

知った１年生。今後「よろしくね。」がいろいろな場面で聞けて

たくさん触れ合っていけること間違いなしです！ 

 

 

 

 

 

 

東台小学校では、年間８回の避難訓練を計画しています。地震・火災・不審者侵入等の災害を想定し、ねら

いに応じ計画を立てて実施しています。校庭への避難では危険だと想定される場合、昨年度までは岸谷公園へ

２次避難をしていましたが、今年度は花月園公園への避難も計画しています。 

 

第一回目の避難訓練を４月２０日（水）に実施しました。地震を想

定した避難訓練でした。放送による指示をきちんと聞き机の下に入り

頭を守って、地震がおさまるのを待つことができました。１年生は初

めてのヘルメットの着脱に戸惑う様子も見られ

ましたが、静かに担任の先生の指示に従ってい

ました。雨天のため、校庭に避難することなく、

廊下に並ぶまでの訓練でしたが、避難経路の確

認や実際の地震の時にどのように行動したら

よいのか話し合う時間をもちました。火災の

避難訓練時の「おかしも」の約束を忘れず、自

分の命は自分で守ることの大切さについても考えることができました。 

 

６月１８日（土）は引き取り訓練を予定しています。４月に提出し

て頂いた「引き取りカード」に記入のある方に引き渡しますのでご協

力をお願いいたします。 

避難訓練 

１年生よろしくねの会 

お 

お
さ
な
い 

か 

か
け
な
い 

し 

し
ゃ
べ
ら
な
い 

も 

も
ど
ら
な
い 

 



〈５月〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 ７組 

視力検査 5/9（木） 5/6（金） 5/2（月）    5/10（火） 

聴力検査 5/17（火） 5/13（金） 5/12（木）  5/11（水）  5/23（月） 

２次尿検査    5/16（月）    

心電図検査 5/18（水）       

眼科検診    5/19（木）    

内科検診 5/25（水）  5/25（水） 5/25（水）   5/25（水） 

耳鼻科検診 5/26（木）   5/26（木）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜献立について＞ 

  ○旬の食品を多く取り入れました。 

   （かつお・わかめ・さやえんどう・キャベツ・アスパラガス・ごぼう・糸みつば・メロン） 

  ○こどもの日にちなみ、行事食として五目ずしの具を取り入れました。 

  ○開港記念日（６月２日）にちなみ、横浜にゆかりの深い献立を取り入れました。 

   （塩焼きそば・スパゲティナポリタン） 

  〇新献立として、チャーハンの具を取り入れました。 

保健だより 

給食だより 

5月の保健目標：規則正しい生活をしよう 

〈健康診断が始まりました！〉 

新年度が始まり、健康診断が始まりました。４月には身体測定、視力検査などを行っています。 

視力検査と色覚検査の結果ですが、５月１９日（木）の眼科検診後に、眼科検診の受診の勧めと一緒にお配りしま

す。期間があいてしまいますが、よろしくお願いいたします。 

〈新型コロナウイルス感染症について〉 

新型コロナウイルス感染症はまだ終息の目途が立たず、いまだ予断を許さない状況です。お子さんや同居家族等の

体調が悪い場合や、お子さんや同居家族等が PCR検査等を受けている場合は登校をお控えください。また、学校で少

しでも体調が悪い場合は早退させていただきますので、お迎えのご協力お願いいたします。 

  

 



 

月 火 水 木 金 

２日   短縮⑤ 

スキルタイム 

地域訪問④ 

視力検査３年 

３日  
憲法記念日 

４日       
みどりの日 

５日    
こどもの日 

６日     １④ 

２・３⑤ ４～６⑥      
スキルタイム 

視力検査２年 

９日  １～３⑤ 

    ４～６⑥   
スキルタイム 

視力検査１年 

体力テスト５０m 走

（２・６年） 
学校カウンセラー(1日) 

１０日  １・２④ 

  ３⑤・４～６⑥    
朝会 視力検査７組 
ふれあい活動顔合わせ

（１・６年）クラブ活動 

体力テスト５０m 走

（４・５年） 

PTA運営委員会 

１１日        ⑤     
スキルタイム 
ふれあい活動顔合わせ

（２・４年） 

聴力検査５年 
体力テスト５０m 走

（１・３年） 

 

１２日  １～３⑤ 

     ４～６⑥ 
スキルタイム 

聴力検査 3年 

体力テスト５０m 走

（７組・予備日） 

 

１３日     １④ 

２・３⑤ ４～６⑥    
スキルタイム 

ふれあい活動顔合わせ

（３・５年） 

聴力検査 2年 

尿検査（第２次）配付 

体力テスト５０m 走

（予備日） 

１６日       ⑤   

スキルタイム 

色覚検査４年・７組 
尿検査（第２次）回収 

 

１７日  １・２④ 

３・４⑤ ５・６⑥       

読書タイム 

委員会活動 

聴力検査１年 

１８日     ⑤   

スキルタイム 
心電図検査１年・２年未受

診 

体力テスト（４・６年） 
学校カウンセラー(1日) 

１９日  １～３⑤ 

     ４～６⑥ 
スキルタイム 

眼科検診(全学年) 

２０日     ⑤ 

スキルタイム 
１年・７組授業参観 

（５校時） 
体力テスト（２年・７組） 
聴力再検査 

PTA総会・学校説明会 

２３日       ⑤ 

スキルタイム 

聴力検査７組 
学校カウンセラー(PM) 

体力テスト（１・３年） 

 

２４日  １・２④ 

     ３～６⑤  

避難訓練（火災） 
体力テスト（５年） 

 

２５日  １～５⑤ 

       ６⑥ 

スキルタイム 

内科検診(1・3・4

年・7組) 

国会見学（６年） 

２６日  １～３⑤ 

     ４～６⑥  

スキルタイム 

耳鼻科検診（1・4年

希望者） 

２７日    １④ 

     ２～６⑤ 
スキルタイム 

授業研究日 

３０日 １～３・５⑤ 

４・６⑥ スキルタイム 

防災・サイバー教室 

赤城宿泊体験学習説明

会（５年・体育館）  

３１日  １・２④ 

     ３～６⑤ 

音楽朝会 

避難訓練予備日 

   

5月行事予定 
生活目標：礼儀正しくしよう 保健目標：規則正しい生活をしよう 

給食目標：よい姿勢で行儀よく食べよう 

教 育 相 談 体 制 

 本校では、ともにお子さんの成長を見守っていくために、担任との相談の他に、教育相談の体制を整えています。

お子さん本人や保護者の方が、学校生活や家庭での生活の中でどうしたらよいかと困ったことがあるときは、学校に

ご相談ください。 

○学校カウンセラー： 岡本 一敏  

○担当：村田 真紀（副校長）  

○担当職員：中川 陽香 （児童支援専任教諭）松井 俊介 （児童支援専任主幹教諭） 

校内窓口 

 子どもに対するセクシャルハラスメント(わいせつなこと、セクハラと思われること）について気になることがあり

ましたら担当まで連絡ください。 

栂尾 千秋（主幹養護教諭）松井 俊介（主幹教諭）五十嵐 智美（主幹教諭） 

TEL： ０４５－５７１－０８１２（東台小学校） 

また、下記の相談窓口もご利用いただけます。 

教育総合相談センター（一般教育相談） 

TEL： ０４５－６７１－３７２６ 

いじめ１１０番（３６５日 ２４時間体制） 

TEL： ０１２０－６７１－３８８ 

鶴見警察署 twitter アカウント @4339_police 

鶴見区内の犯罪発生状況、防犯対策情報、交通関連情報等の状況を

発信しているそうです。緊急は 110番、相談は＃9110番へ。 

 

 


