
学校沿革誌
昭和４７年度 　８．１２　非常放送設備改修工事

　７．２５　名瀬方面校地買収 　９．２４　玄関前通路拡張工事

昭和４８年度 　９．３０　第６回　大運動会

　５．１　　校地造成開始 　１．９　　プール塗装工事完了

昭和４９年度 　１．２７　スプリンクラー設置工事完了

　４．８　　市教育委員会より名瀬方面校について説明会 　３．２０　第６回　卒業式・１７８名

　５．２８　岡津小学校名瀬方面校開設準備委員会発足 昭和５６年度

　９．２０　校舎体育館建設工事着工・本校創立記念日　 　４．６　　第７回　入学式・１８３名

　２．２７　市教育委員会より開校についての説明 　５．６　　体育館に「ろく木」設置

　３．７　　校舎・体育館竣工 　５．２２　初めての米飯給食実施

昭和５０年度 　７．４　　水飲み場に石鹸液連結装置設置

　４．１　　横浜市立名瀬小学校開校式 　７．８　　グランドに防球ネット設置

　４．５　　第１回　入学式・１４３名 　９．３０　第７回　大運動会

　４．２１　全校父母会・ＰＴＡ設立準備 　１．２９　屋外バスケットゴール設置

　５．８　　給食調理場施設完備・給食開始 　２．２　　体育館につり上げ式バスケットゴール設置

　６．３０　ＰＴＡ総会・ＰＴＡ正式に発足 　３．２０　第７回　卒業式・２１４名

　８．７　　学校緑化指定校となる 昭和５７年度

　８．１４　校舎内床面タイル張り工事・校庭再整地工事時 　４．５　　第８回　入学式・１６３名

１０．４　　第１回　大運動会 　４．５　　池谷副校長着任式

　１．８　　妙法寺に信号設置 　４．６　　八子校長離任式

　１．１０　プール建設工事開始 　９．３０　第８回　大運動会

　２．２３　次年度学級増のため仮説教室設置 １０．９　　図書室改修工事完了

　３．１９　第１回　卒業式・９８名 １０．12　名瀬囃子鑑賞

昭和５１年度 　３．１９　第８回　卒業式・１８７名

　４．５　　第２回　入学式・１４５名 昭和５８年度

　５．７　　プール建設竣工 　４．５　　第９回　入学式・１５３名

　６．４　　第２回　大運動会 　７．２２　山中湖林間学校

　６．２３　プール開所式 　９．３０　第９回　大運動会

　８．１　　校舎増築工事着工　 　３．２１　第９回　卒業式・１７８名

　２．１４　校舎増築工事竣工・引き渡し 昭和５９年度

　３．１８　第２回　卒業式・９４名 　４．５　　第１０回　入学式・１７８名

昭和５２年度 　４．５　　永島校長着任式

　４．５　　第３回　入学式・１３７人 　４．７　　水上校長離任式

　７．８　　校歌・校旗の制定昭和５０年度を決定 　７．２３　体育館外壁床面塗装工事

　７．２３　林間学校開始・箱根 　８．３　　給食調理場補修工事

　９．３　　瀬戸校長離任式 　９．１９　１０周年記念式

　９．７　　田中校長着任式 　９．３０　第１０回　大運動会

１０．５　　第３回　大運動会 １０．６　　１０周年記念式典　祝賀会

１１．２６　校歌・校旗の制定　校舎増築落成危難式典 　１．２０　ＴＢＳ音楽コンクールに出場

　３．３０　第３回　卒業式・１１４名 　３．２０　第１０回　卒業式・１９６名

昭和５３年度 昭和６０年度

　４．５　　第４回　入学式・１３７名 　４．５　　第１１回　入学式・１１６名

　７．６　　スクールゾーン設置 　８．１３　ＮＨＫ音楽コンクールに出場

　９．５　　八子校長着任式 １０．１０　第１１回　大運動会

　９．７　　加藤副校長離任式 　３．２０　第１１回　卒業式・１８９名

１０．３　　第４回　大運動会 昭和６１年度

１０．２０　境橋交差点に信号機設置 　４．５　　第１２回　入学式・１２３名

　３．２０　第４回　卒業式・１０２名 　４．１５　永島校長　日光河合病院で死去

昭和５４年度 　４．２３　池谷校長着任式　自校昇任

　４．５　　第５回　入学式・１７３名 　４．２３　林副校長着任

　９．３　　田中校長離任式 　９．３０　第１２回　大運動会

　９．５　　水上校長着任式 １２．２６　校庭整備工事開始

１０．２　　第５回　大運動会 　３．２０　第１２回　卒業式・２００名

１１．１０　五周年式典 　３．２２　機械警備本格的に開始

　３．１９　第５回　卒業式１５４名 昭和６２年度

昭和５５年度 　４．６　　第１３回　入学式・１３０名

　４．６　　入学式・１９４名 　６．１０　神奈川新聞「わたしたちの学校」を投稿



８．４　　ＮＨＫ音楽コンクールに出場 　５．７　　春の運動会

　９．２７　第１３回　大運動会 　７．２１　理科室・プレイルーム・特別教室の改修工事

１１．９　　５，６年生名瀬川に鯉を放流 　９．２５　創立２０周年記念　秋季大運動会

　３．１９　第１３回　卒業式・１８５名 １０．１５　創立２０周年式典祝賀会

昭和６３年度 １１．１４　自主事業　エレクトーン演奏会

　４．５　　第１４回　入学式・１５８名 　１．２１　名瀬地区ミュージックフェスタ９４

　４．５　　楯校長着任式 　３．２０　第２０回　卒業証書授与式

　４．７　　池谷校長離任式 平成７年度

　７．２２　学校周囲の擁壁工事 　４．５　　第２１回　入学式　

　８．２　　ＮＨＫ音楽コンクールに出場　 　４．５　　服部副校長着任式

１０．１　　第１４回　大運動会 　４．６　　加来副校長離任式

　１．２８　親と子の体力作り発表会に参加 　５．２　　名瀬子どもフェスティバル

　２．３　　体育館緞帳新調 　９．３０　第２１回　秋季大運動会

　２．９　　市音楽会出演 １０．２８　生き生きはまっ子の日・学校清掃さわやかタイム

　３．２０　第１４回　卒業式・１７９名 １１．１８　名瀬地区ミュージックフェスタ９５

平成元年度 １２．９　　自主事業　けん玉教室

　４．５　　第１５回　入学式・１３２名 １２．２５　体育館耐震補強工事開始

　４．５　　佐藤副校長着任式 　３．１２　自主事業　親子リサイクル教室

　４．６　　林校長離任式 　３．２１　第２１回　卒業証書授与式

　４．２５　横浜博覧会見学 平成８年度

１０．１　　第１５回　大運動会　 　４．５　　第２２回　入学式

　３．２０　第１５回　卒業式・１２２名 　４．５　　長根校長着任式

　３．２４　緑園学校東小学校へ行く子どもとのお別れ会 　４．５　　奥山校長離任式

　３．３１　体育倉庫引継 　４．６　　「障害児理解教育推進校」を受ける

平成２年度 　９．１１　屋上高地水槽タンク塗装

　４．５　　第１６回　入学式・１３３名 　９．２８　第２２回　秋季大運動会

　７．２１　校舎外壁工事開始 １０．１９　障害者理解のための学習会

１０．２１　福祉教育招待給食会 １０．３０　「太陽の國」より１７名来校　作品展鑑賞

１２．２６　焼却炉新設工事 １１．９　　学校五日制支援事業　絵付け教室

１２．２８　小鳥小屋改修工事 １１．１６　名瀬地区ミュージックフェスタ９６

　３．２０　第１６回　卒業式・１２９名　 １１．２７　「どかんと一発見せちゃおう集会」

平成３年度 　　　　　　「太陽の國」より６名参観

　４．５　　第１７回　入学式 １２．２４　学校五日制支援事業　邦楽鑑賞会

　４．５　　岩田副校長着任式 　２．２５　名瀬幼稚園・保育園と１年生との交流

　４．６       佐藤副校長退任式 　３．８　　学校五日制支援事業　親子リサイクル教室

　９．２６　第１７回　秋季大運動会 　３．２１　第２２回　卒業証書授与式

　２．１５　名瀬地区ミュージックフェスタ　 平成９年度

　３．１９　第１７回　卒業証書授与式 　４．５　　第２３回　入学式

平成４年度 　４．６　　大平副校長着任式

　４．６　　第１８回　入学式 　４．８　　服部副校長離任式

　４．６　　奥山校長着任式 　４．８   「障害児理解教育推進校」を受ける

　４．７　　楯　校長退任式 　４．８　　「校内研修研究活性化推進重点校」を受ける

　９．１２　第１回学校五日制による休業日 　５．２　　こどもの日を祝う「春のガッツだぜ集会」　

　９．２６　第１８回　秋季大運動会 　６．３０　ＰＴＡふれあいトーク

　２．２３　名瀬地区ミュージックフェスタ　 　９．２０　創立記念日「名瀬の谷戸資料室」開設

　３．１９　第１８回　卒業証書授与式 　９．２８　第２３回　秋季大運動会

平成５年度 １０．３１　３年生「太陽の國」を訪問交流

　４．５　　第１９回　入学式 １１．１７　名瀬地区ミュージックフェスタ９８

　４．５　　加来副校長着任式 　３．２０　第２３回　卒業証書授与式

　４．６       岩田副校長離任式 平成１０年度

　５．２６　福祉教育「ふれあい給食会」　 　４．５　　第２４回　入学式

　７．２６　校舎内装工事開始 　４．５　　「わがまちの学校づくり推進校」を受ける

１０．１９　第１９回　秋季大運動会 　４．５　　「福祉ボランティア教育推進校」を受ける

１１．１２　自主事業ふれあいバザーお店づくり 　４．５　　「幼児教育研究活動奨励事業推進校」を受ける

　３．１９　第１９回　卒業証書授与式　 　５．２　　こどもの日を祝う「春一番ウキウキ集会」

平成６年度 １０．４　　第２４回　秋季大運動会

　４．５　　第２０回　入学式 １１．７　　名瀬地区ミュージックフェスタ９８



１１．２２　わがまちの学校づくり推進事業　わら細工教室 １０．２　　第２８回秋季大運動会　

　３．２０　第２４回　卒業証書授与式 １１．３０　ＰＴＡ学年委員主催ワクワクレク

平成１１年度 １２．３　　名瀬っ子タイム発表会

　４．５　　第２５回　入学式 １２．７　　名瀬地区健康つくり教室

　４．５　　横山副校長着任式 　１．１２　連合自治会子ども会書写展

　４．５　　大平副校長離任式　 　２．１３　ユニセフを伝える会

　４．５　　「わがまちの学校づくり推進校」を受ける 　３．２０　第２８回　卒業証書授与式

　４．５　　「福祉ボランティア教育推進校」を受ける 平成１５年度

　４．５　　「幼児教育研究活動奨励事業推進校」を受ける 　４．７　　第２９回　入学式

　４．３０　こどもの日を祝う「名瀬っ子ワクワク集会」 　５．１３　春の飛び出せ気球集会

　７．５　　トンボ池づくり着工式 　７．１６　三十周年委員会

　７．２５　夏休み親子工作教室 　８．２４　親子工作教室

　７．２６　給食室全面改築工事開始 　９．２０　第２９回秋季大運動会　

　８．３１　隆秀市長とのふれあいトーク １１．４　　５年生サッカー教室（横浜Ｆマリノス）

　９．２６　創立２５周年記念　秋季大運動会 １２．２５　６年横浜市交歓球技大会

　９．３０　トンボ池完成パーティー 　１．３０　ＰＴＡ防犯教室ＣＡＰ

１１．６　　羽根沢橋開通式　 　２．４　　職員不審者対応研修

１２．４　　名瀬地区ミュージックフェスタ９９ 　２．１７　文部科学省教育課程実施状況調査

１２．１２　パソコン設置　インターネット開設 　３．19　第２9回　卒業証書授与式

　３．１４　名瀬小２０００ふれあいマップ配布 平成１6年度

　３．１６　第２５回　卒業証書授与式 　４．５　　第３０回　入学式

平成１２年度 　４．５　　佐藤副校長先生着任式

　４．５　　第２６回　入学式 　５．２４　春の集会

　４．５　　「わがまちの学校づくり推進校」を受ける 　７．１３　ＣＡＰ防犯教室

　４．５　　「福祉ボランティア教育推進校」を受ける 　９．８　　６年ふれあいコンサート

　４．５　　「幼児教育研究活動奨励事業推進校」を受ける 　９．１８　３０周年記念秋季大運動会

　８．２４　教室整備工事塗装等終了 １０．８　  前期終業式

　８．２７　親子工作教室 １０．３０　創立３０周年記念式典・祝賀会

　９．２４　第２６回　秋季大運動会 １２．２　　２年おいもパーティー

１０．６　　特殊学級合同運動会 １２．９　　５年戸塚区球技大会　

１１．４　　名瀬地区ミュージックフェスタ００ 　２．２３　４年１０才パーティー

１２．５　　ミレニアム記念航空写真撮影 　３．１８　第３０回　卒業証書授与式

１２．２５　屋上手すり工事完了 平成１７年度

　２．５　　音楽室フローリング工事 　４．５　　第３１回　入学式

　２．１７　名瀬っ子が育つ学校説明会 　４．５　　石井校長先生着任式

　３．１７　第２６回　卒業証書授与式 　５．２　　スポーツテスト

平成１３年度 　５．２４　春の集会

　４．５　　第２７回　入学式 　７．１１　ＣＡＰ防犯教室

　４．５　　林校長先生着任式 　９．１７　第３１回秋季大運動会　

　５．１１　にじ集会 １０．８　  前期終業式

　７．１０　防犯教室 １０．２７  県音楽会

　９．５　　屋上手すり塗装工事 １２．１　　５年戸塚区球技大会

　９．１１　暴風警報発令による臨時休業 １２．９　　２年おいもパーティー

　９．２２　第２７回秋季大運動会 　２．２３　　４年１０才パーティー

１０．１５　校庭側バルコニー手すり塗装工事　 　３．２０　第３１回　卒業証書授与式

１１．１２　秋だ　ゲームだ　レインボー集会 平成１８年度

１２．１　　５年お米パーティー 　４．５　　第３２回　入学式

１２．８　　名瀬地区健康つくり教室 　４．５　　浅見壽則副校長先生着任式

　３．１６　第２７回　卒業証書授与式 　４．１０　給食民営化開始

平成１４年度 　４．２７　スポーツテスト

　４．５　　第２８回入学式 　９．１　　名瀬小放課後キッズクラブ開始

　４．５　　中野文夫副校長着任式 　９．１６　第３２回秋季第運動会

　４．２０　インターホン設置 １０．６　前期終業式

　５．１６　春のたけのこ集会 １２．１　５年戸塚区球技大会

　６．５　　プール塗装工事完了 １２．７　２年おいもパーティー

　７．１６　暴風警報発令による臨時休業 　２．２２　４年１０才パーティー

　７．２０　耐震工事 　３．１９　第３２回　卒業証書授与式



平成１９年度 １１．１１　５年人権教室（命の授業）

　４．５　　第３３回　入学式 １１．１２　４年子ども防犯教室

　５．１８　春の集会 １１．３０　５年区球技大会

　５．３０　交通安全教室 １２．１４　２年やきいも集会

　６．２６　ＰＴＡ献血活動 　１．２８　４年１０歳を祝う会

　７．１８　４年アルソックあんしん教室 　２．３　　１・２年昔あそびの会

　８．２６　ＰＴＡ親子工作教室 　２．１７　１年幼・保・小交流

　９．１５　第３３回秋季第運動会 　３．１９　第３６回卒業証書授与式

１０．５　　前期終業式 平成２３年度

１０．１０　土曜参観・かがやきコンサート・学援隊発足 　４．５　　第３７回　入学式

１２．４　　５年戸塚区球技大会 　５．１０　交通安全教室

１２．５　　２年やきいも集会 　５．３０　春の集会

　１．２４　４年１０歳を祝う会・６年名瀬中との交流 　６．１３　ＰＴＡ献血活動

　２．２１　１年幼保小交流会 　８．２１　ＰＴＡ親子工作教室

　３．１９　第３３回卒業証書授与式 　９．１７　第３７回秋季第運動会

平成２０年度 １０．７　　前期終業式

　４．７　　第３４回　入学式 １１．５　　土曜参観・かがやきコンサート

　５．９　　交通安全教室 １１．１０　５年人権教室（命の授業）

　５．１９　春の集会 １１．２９　５年区球技大会

　６．２４　ＰＴＡ献血活動 　１．２０　１年昔あそびの会

　７．８　　３年名瀬ホームとの交流 　１．２３　１年幼・保・小交流

　８．２４　ＰＴＡ親子工作教室 　２．２１　４年１０歳を祝う会

　９．２０　第３４回秋季第運動会 　３．２１　第３７回卒業証書授与式

１０．１０　前期終業式 平成２４年度

１１．８　　土曜参観・かがやきコンサート 　４．５　　第３８回　入学式

１１．１１　５・６年フレンドシッププログラム人権教室 　５．２１　春の集会

１１．１３　４年子ども防犯教室２年やきいも集会 　６．６　　交通安全教室

１２．２　　５年区球技大会 　６．１１　ＰＴＡ献血活動

１２．４　　２年やきいも集会 　７．７　　ＰＴＡ親子工作教室

　２．４　　１・２年昔あそびの会 １０．５  　 前期終業式

　２．１９　１年幼・保・小交流 １０．２７　第３８回秋季第運動会

　２．２７　４年１０歳を祝う会 １０．３１　５年人権教室（命の授業）

　３．１９　第３４回卒業証書授与式 １１．１７　土曜参観・かがやきコンサート

平成２１年度 １１．２７　５年区球技大会

　４．６　　第３５回　入学式 　１．２１　１年昔あそびの会

　５．７　　交通安全教室 　２．１９　４年１０歳を祝う会

　５．１４　春の集会 　３．１９　第３８回卒業証書授与式

　６．１９　ＰＴＡ献血活動 平成２５年度

　８．２２　ＰＴＡ親子工作教室 　４．　５　第３９回　入学式

　９．１９　第３５回秋季第運動会 　５．２０　春の集会・交歓給食

１０．９　　前期終業式 　６．　５　交通安全教室

１１．７　　土曜参観・かがやきコンサート 　６．１０　ＰＴＡ献血活動

１１．１２　５年人権教室（命の授業） 　７．１３　ＰＴＡ親子工作教室

１１．１３　４年子ども防犯教室２年やきいも集会 １０．１１　前期終業式

　１．２９　４年１０歳を祝う会 １０．１９　第３９回秋季第運動会

　２．　４　１・２年昔あそびの会 １０．２９　５年人権教室（命の授業）

　２．１８　１年幼・保・小交流 １１．１６　土曜参観・かがやきコンサート

　３．１９　第３５回卒業証書授与式 １１．２６　５年区球技大会

平成２２年度 　１．２１　１年昔あそびの会

　４．５　　第３６回　入学式 　２．１８　４年１０歳を祝う会

　５．６　　交通安全教室 　３．２０　第３９回卒業証書授与式

　５．１３　春の集会 平成２６年度

　６．１８　ＰＴＡ献血活動 　４．７　　第４０回　入学式

　８．２１　ＰＴＡ親子工作教室 　５．２６　春の集会・交歓給食

　９．２０　第３６回秋季第運動会 　６．６　　交通安全教室

１０．８　　前期終業式 　６．９　　ＰＴＡ献血活動

１１．６　　土曜参観・かがやきコンサート 　７．２０　ＰＴＡ親子工作教室



１０．１０　前期終業式 平成３１年度（令和元年度）

１０．１８　創立４０周年記念式 　４．５　　第４５回　入学式

１０．１９　第４０回秋季第運動会 　５．２８　交通安全教室

１１．２９　土曜参観・かがやきコンサート 　６．５　　音楽鑑賞会

１２．２　　５年区球技大会 　７．２１　ＰＴＡ親子工作教室

　２．２　　１年昔あそびの会 １０．５　　第４５回秋季第運動会

　２．２６　４年１０歳を祝う会 １０．１１　前期終業式

　３．２０　第４０回卒業証書授与式 １１．２６　５年区球技大会

平成２７年度 １２．１４　土曜参観・ＰＴＡ献血活動

　４．６　　第４１回　入学式 　２．２５　４年１０歳を祝う会

　６．５　　交通安全教室 　３．１９　第４５回卒業証書授与式

　６．８　　ＰＴＡ献血活動

　６．１７　春の集会・交歓給食 令和２年度

　７．１９　ＰＴＡ親子工作教室 新型コロナウィルス感染拡大防止のため臨時休業

１０．９　　前期終業式 　４．６　　第４６回　入学式

１１．１４　土曜参観・学校をひらく週間 　４．７　　始業式・着任式

１１．２６　５年区球技大会 　４．８　　臨時休業（～５．２９）

　２．１７　１年昔あそびの会 　６．１　　分散登校開始

　２．２３　４年１０歳を祝う会 　６．１５　午前中登校開始

　３．１９　第４１回卒業証書授与式 　７．１　　給食開始

平成２８年度 　７．２１　地震避難訓練

　４．　５　第４２回　入学式 　７．２７　個人面談（～３１）

　５．３１　交通安全教室 　８．２１　名瀬中ブロック子ども会議

　６．　７　音楽鑑賞会 　８．２８　学校運営協議会

　６．１７　春の集会・交歓給食 　９．１　　総合防災訓練

　７．２３　ＰＴＡ親子工作教室 　９．１５　５年心のふれあいコンサート

１０．７　　前期終業式 　９．２５　懇談会

１０．１５　第４２回秋季第運動会 １０．６　　１・６年名瀬リンピック

１１．１２　土曜参観・学校をひらく週間 １０．７　　２・４年名瀬リンピック

１１．２４　５年区球技大会 １０．１３　３・５年名瀬リンピック

　２．２１　４年１０歳を祝う会 １０．２２　火災避難訓練

　３．１８　第４２回卒業証書授与式 １１．２　　前期終業式

平成２９年度 １１．４　　後期始業式

　４．５　　第４３回　入学式 １１．１３　６年日帰り修学旅行

　５．３１　交通安全教室 １１．１７　名瀬中吹奏楽部鑑賞会

　６．１５　交歓給食 １１．２０　４年校外学習

　７．１３　なかよし集会 １２．１　　個人面談（～８）

　７．２３　ＰＴＡ親子工作教室 １２．１５　名瀬っ子人権会議

１０．６　　前期終業式 　１．７　　書初め（～８）

１０．１４　第４３回秋季第運動会 　１．２５　携帯電話教室

１１．１８　土曜参観・学校をひらく週間 　２．１０　名瀬中出前オリエンテーション

１１．３０　作品展 　２．１９　学校保健委員会

　２．２０　４年１０歳を祝う会 　２．２４　６年バイキング給食（～２６）

　３．１７　第４３回卒業証書授与式 　３．１２　IUI・AETお別れ会

平成３０年度 　３．２３　６年生を送る会

　４．５　　第４４回　入学式 　３．２４　第４６回卒業証書授与式

　５．３１　交通安全教室 　３．２６　修了式・離退任式

　６．６　　音楽鑑賞会 令和３年度

　７．２１　ＰＴＡ親子工作教室 　４．７　　始業式・着任式・第４７回入学式

１０．５　　前期終業式 　４．１４　一年生を迎える会

１０．１３　第４４回秋季第運動会 　４．２７　横浜市学力・学習状況調査（～２８）

１１．２２　オープンスクール 　４．３０　引き渡し訓練

１１．２６　５年区球技大会 　５．１７　家庭訪問（～２１）

１２．８　　土曜参観・ＰＴＡ献血活動 　５．２５　新体力テスト

　２．１９　４年１０歳を祝う会 　５．２７　６年全国学力・学習状況調査

　３．２０　第４４回卒業証書授与式 　６．９　　２年マリノス出前教室



　６．１１　授業参観（１・３組）

　６．１８　授業参観（２組・個別支援学級）

　６．１８　学校運営協議会

　６．２２　火災避難訓練

　６．２８　戸塚区国際平和スピーチコンテスト

　７．１　　個人面談（～７）

　７．９　　学校保健委員会

　８．２７　臨時休業

　９．１　　分散登校（～１０．１）

１０．６　　５・６年コーチング授業

１０．８　　期分け式

１１．２　　６年日光修学旅行（～３）

１１．５　　５・６年コーチング授業

１１．１２　就学時健康診断

１１．１３　名瀬リンピック

１１．１６　名瀬中吹奏楽部鑑賞会

１１．１９　５年日帰り体験学習

１１．２９　歯科巡回指導（～３０）

１２．２　　個人面談（～９）

１２．７　　３年警察出前授業

１２．１０　４年校外学習

１２．１３　５・６年コーチング授業

１２．１４　名瀬っ子人権会議

１２．１５　３年消防出前授業

１２．１６　３年クラブ活動見学

　１．１２　書初め大会（～１３）

　１．１７　５・６年コーチング授業

　２．１５　名瀬中出前オリエンテーション

　２．１８　学校保健委員会

　２．２５　懇談会　６年卒業を祝う会

　３．１５　５・６年情報モラル教育出前教室

　３．１５　５・６年引継ぎの会

　３．１６　名瀬中出前授業

　３．１７　６年生を送る会

　３．１８　第４７回卒業証書授与式

　３．２５　修了式・離退任式

令和４年度

　４．７　　第４６回　入学式

　　　　　　始業式・着任式

　４．１５　授業参観・懇談会

　４．１９　６年全国学力・学習状況調査

　４．２５　家庭訪問（～５/２）

　４．２６　横浜市学力・学習状況調査（～２７）

　５．６　　学校運営協議会・学校説明会

　５．２８　名瀬リンピック

　６．１　　４年校外学習（ごみ焼却工場）

　６．３　　１・４年交通安全教室

　６．１０　新体力テスト

　６．１４　戸塚区スピーチコンテスト

　６．１９　５年三浦宿泊体験学習（～２０）

　７．１　　学校保健委員会

　７．４　　個人面談（～１１）

　


