
 

三ツ境小だより 4 月号 

  

桜吹雪とともに出発！ 

校長 遠山 松雄 

 

今年も桜の花に見守られながら元気な声とともに子どもたちが学校に集まってきました。新たな

１年生を迎え、総勢６７９名の児童が夢と希望に胸を膨らませて新学期が始まります。本日、三ツ

境小学校も今年度をスタートしました。 

 

 この４月より境木小学校から三ツ境小学校に着任しました校長の遠山松雄と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。瀬谷で生まれ育ち、旭区、保土ケ谷区、港北区の中学校で社会科の教員とし

て四半世紀を過ごしました。管理職となり、戸塚中学校副校長、教育委員会事務局、境木小学校副

校長を経て、今回ご縁があり三ツ境小学校でお世話になることになりました。区制５０周年を迎え

る節目の年に、地元瀬谷区の学校に赴任できたことをとても嬉しく思っています。 

 

 子どもたちには、「素直に、やさしく、たくましく」ということばを繰り返し話していきたいと思

います。「素直に」周りの意見に耳を傾け、まわりとの出会いやふれ合いを大事にしながら成長をし

ていってもらいたいと思います。「やさしく」常にやさしい気持ちをもって周囲と接していってもら

いたいと思います。「たくましく」何かうまくいかないことや悩みごとがあったときに、周囲の人に

相談し、アドバイスをもらいながら自ら道を切り拓いていってもらいたいと思います。 

 

今年度は、昨年度末にお知らせした『つながる 続ける 創り出す』を新しい学校教育目標とし

て全教育活動を行ってまいります。 

○つながる：人や自然とのつながりを積極的にもち、かかわりを楽しみ、自分と同じように対象を

大切にする態度や心情を育むこと 

○続ける：学習や活動を続けることで粘り強く自らの課題を解決する力を育むこと 

○創り出す：目標や思い・願いに向かって活動し、新たな解決方法や自分らしい表現を生み出す力

を育むこと 

「つながる」「続ける」「創り出す」三つの「つ」で三ツ境小学校の子どもたちの成長を支援して

いきます。また、学校教育目標を実現するために、地域に出かけていく活動も多くなるかと思いま

す。その際には、地域の皆様に温かく迎えていただき励ましの声をかけていただければ幸いです。 

教職員一同、子どもたちに寄り添い、地域や保護者の皆様と連携を取りながら三ツ境小学校を運

営していきたいと思います。どうぞよろしくお願いたします。 

 

平成３１年４月５日 

横浜市立三ツ境小学校 

学校長  遠山 松雄 
 



☆学校教育目標☆ 

 つながる   続ける   創り出す 

  【平成３１年度教職員】  よろしくお願いいたします。 

学校長  遠山 松雄 

副校長  清水 浩一 

 １組 ２組 ３組 ４組 個別支援学級 

１年 ○遠藤 貴子 藤井 純子 毛利 梨沙  

 

○角田  順 
穴澤みゆき 
田中 祐子 
渡辺 聖治 
関根 陽子 
 

２年 ○藤﨑 郁江 高橋 初恵 畑島久美子  

３年 山城 望美 ○青島 康代 人見 光代  

４年 姫野 茂樹  鈴木 美穂 ○齋藤 あい  

５年 福田 篤子 鈴木  歩 梅崎 智紀 ○大賀あゆみ 

６年 明利 昌典 丸岡 沙織  冨田 明広 ○吉田 潤哉 

専科・ 
 

少人数 等 
 

 穴澤みゆき  教務主任 

坪井 正洋  児童支援専任  ３・４年算数ＴＴ ４年外国語 

 川原麻衣子  ５・６年家庭科 ５・６年算数ＴＴ 

原山 史子  ５・６年音楽  低学年ＴＴ 

長谷川路子  特別支援教室（チャレンジルーム）担当 

関根 陽子  ３年書写 

養護教諭  太田明日華 

事務職員 山田 麻美 学校司書  小田 真実 

栄養職員  油井 詩織 理科支援員 藤巻 和美 

職員室業務 
アシスタント 

 西山 文子 学校ｶｳﾝｾﾗｰ 諏訪千代子 

技能吏員 岩切 浩子   関  明子 

校医 
内科 大友 正孝    眼科  齋藤 孝司   耳鼻科 髙畑 喜延 

歯科 竹山 敬始    薬剤師 大野  真 

 

＜１年生学校生活ボランティア：心結会
しんゆうかい

＞        ＜樹木ボランティア：緑遊会
りょくゆうかい

＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しい環境に早く慣れ、安心して学校生活
を送ることができるように、新１年生の各ク
ラスと個別支援級に１名ずつ入り、サポート
していただく地域の方々です。今年度は、５
月の第３週まで、お世話になります。昨年度
より募集中だったグループ名は、「心結会」と
なりました。この名前には、「心と心を結び、
人との関わりを深めていく」という思いが込
められています。 

校内の植物の世話をしてくださる地
域の方々です。昨年度の活動で、花壇
には新しい花が増えました。樹木には、
かわいい名札が付きました。「緑遊会」 

の名前には、「学校に集う人々が 

緑を介して互いに交わり、親し 

みを深められるように」という 

願いが込められています。 



●●● 平成３１年度初めの主な行事について ●●● 

 ☆授業参観・懇談会☆ 
   今年度初めての授業参観懇談会です。ご多用のこととは存じますが、多くの方々のご出席をお願い
いたします。また、授業の教科は、お子さんを通して各担任よりお知らせいたします。 

なお、５年生は愛川体験学習説明会をあわせて行います。 

また、１年生と個別支援級は、授業参観を別日（５月１６日）に行います。 
 
  １ 日 時    ４月１１日（木）２・４・５年生 
           ４月１２日（金）１・３・６年生 個別級  
 
  ２ 時程・場所    授業参観   ５校時（１３：３５～１４：２０） 

            学級懇談会  １～４年   １４：４５～    

                   個別支援級  １５：１５～ 
             学年懇談会  学級懇談会終了後 

１・２年生：図書室 ３・４年生：図書室 

５・６年生：体育館 １４：４５～ 

 ＊５年生は、体験学習説明会となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆登校時の開門時間について☆ 

 各門の開門時間は、８：０５～８：１５です。８：１０に到着することを目指して 

集合・出発をするよう、ご協力をお願いします。  

☆家庭訪問☆ 
   平成３１年度の家庭訪問を次の日時で実施します。今年度も全校一斉に同じ地域を回ります。ご協

力をお願いいたします。 

     

  ○ 日 時  ４月１９日（金）  イヌ門方面              

４月２２日（月）  ネコ門方面 

         ４月２３日（火）  ペンギン・ネコ門方面（阿久和地区） 

         ４月２５日（木）  正門方面 

         ４月２６日（金）  コアラ門方面 

   ＊家庭訪問は１３：４５開始となります。 

４月１日の異動により、離任者・着任者がありましたので、お知らせいたします。 

＜離任＞                                 ＜着任＞ 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               

校長    遠山 松雄  境木小学校より 

教諭    冨田 明広  宮谷小学校より 

教諭    高橋 初恵  笹野台小学校より 

教諭    山城 望美  都岡小学校より 

教諭    渡辺 聖治  文庫小学校より 

技能吏員 岩切 浩子  希望ケ丘小学校より 

 

校長    野口みか子   権太坂小学校へ 

教諭    永石加与子   希望ケ丘小学校へ 

教諭    今牧  洋介   二俣川小学校へ 

教諭    小山晃之介   仏向小学校へ 

教諭    中川  智子    中尾小学校へ 

教諭    菅野  雄一   東中田小学校へ 

教諭    住吉  真樹   南瀬谷小学校へ 

技能吏員 飯田  正     退職 


