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校長  平原 智美 

 

始業式では２つのお話をしました。１つ目は「いろいろなことにトライす

る」こと。学校教育目標は「わくわく トライ 大口台」です。みなさんがトライ

する場面は、学校のいろいろなところにあります。自分から進んで学ぼうと

すること、授業中発表すること、友達や先生のお手伝いをすること、進んで

掃除をすること、自分から挨拶すること、いろいろなトライがあります。自分

で考え行動しようと一歩前に踏み出すことがトライです。自分の目標に向

けて、具体的なトライができる人になってほしいと思います。２つ目は「自

分の周りの人や物に感謝する」こと。感謝を表す時に「ありがとうございま

す。」という言葉があります。この言葉は、人を幸せにする素晴らしい言葉

です。その言葉を言われた人だけでなく、言った人の心も明るく元気にする魔法のような言葉です。学

校のいろいろな活動場面で、「ありがとうございます。」の言葉が響き合うようにしていきたいです。みな

さんが、トライできる人、感謝できる人になって、だれもが安心して幸せに過ごすことができる大口台小

学校をみなさんの力でつくっていきましょう。 

入学式では校長先生が１年生のみなさんに３つのお願い

をしました。１つ目は「元気にあいさつをしてください。」２つ

目は「先生のお話をしっかり聞いてください。」３つ目は「お

友達と仲良くしてください。」です。１年生のみなさんは、「は

い」とお返事をしてくれたので、とてもうれしかったです。 

このように３つ「○○してください。」とお願いしましたが、

「さい」を「ぞう」にかえてみると「元気にあいさつするぞう。」、

「先生のお話をしっかり聞くぞう。」、「お友達となかよくする

ぞう。」となります。「○○するぞう！」は自分からすすんで

いろいろなことにトライできることばです。２年生から６年生のみなさんも、いろ

いろなことにトライしようと思っていることでしょう。  

大口台小学校には「サイ」はいません。たくさんの「ゾウ」がかくれています。

これからいろいろな「○○するぞう！」をさがしてみましょう。自分で決めたこと

をぜひ実行しましょう。令和４年度は始まったばかりです。これから大口台小学

校の６７年目の歴史と伝統のページを刻むみなさんの前期の取組と活躍に期

待しています。前期の自分の目標をしっかりもって頑張りましょう。 

大口台小学校の職員はみなさんを応援しています。何か困ったことがあった

ら、近くの先生に相談してくださいね。 

 

 

今年度も引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組（マスクの着用、毎日の検温と健康

観察のご提出、手洗いをこまめにする等）にご協力をよろしくお願いいたします。 

202２年５月号 

令和４年４月２８日 

横浜市立大口台小学校 

神奈川区大口仲町 460 

 

学校だより 

学校からのお知らせを学校ＨＰで日々発信しています（担当；副校長） 
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毎年４月２８日は大口台小学校の創立記念日で、今年は６７周年を迎えます。令和２年度は６５周年

記念ということで、航空写真を撮りました。その後、５年ごとイベントを実施する方向で考えております

ので、みなさんにご協力をお願いすることがあると思います。その節はどうぞよろしくお願いいたします。 

今日は大口台小学校の創立記念式を行いました。創立後の昔の写真は、数日前から

家庭科室の前に掲示してありますので、児童のみなさんは、時間があるときに写真を見

に来て、大口台小学校の歴史を感じてほしいと思います。誕生した当時の学校は、山

のてっぺんにあり、横浜港まで臨むことができ、学校の周りは麦畑が一面に広がってい

たと伝えられています。このあたりが昔野生のゆりがたくさん生えていたので、ユリ山と

よんでいたそうです。このユリにちなんで、大口台小学校の校章はユリの花の形になっています。また、

ユリの花は神奈川県の花に定められています。 

大口台小学校を卒業した人たちは、現在７６８２名います。多くの卒業生が地域や保護者の人々とな

って、みなさんを見守ってくださっています。また、多くの卒業生は社会に貢献して、立派に生活してい

ます。みなさんも大口台小学校の児童であることに誇りをもってほしいと思います。 

今日は創立記念式なので、特別なゲストをお迎えしました。大口台小学校の卒業生であり、みなさ

んの大先輩の前田 隆様にお越しいただき、大口台小学校の歴史をお話していただきました。昔の資

料を用意してくださり、わかりやすく説明していただき、本当に感謝しております。前田様は以前、他の

小学校で校長先生をされていたご経験があり、昨年は本校の４年生が「昔の大口台小学校を知る学習」

で大変お世話になりました。 

 

【大口台小学校の始まり】 

 昭和２９年（１９５４年）４月１日、大口台小学校は横浜市

立白幡小学校の分校として開校しました。 

当時は木造２階建て校舎の一部しか完成しておらず、６

教室だけでした。そこで１～３年生の児童だけが分校で

学習し、４年生以上はそのまま白幡小学校で勉強するこ

とになりました。また、校庭には雑草が生えていて、夏休

みの登校日には全員で草むしりを行いました。昭和３０年

（１９５５年）４月１日、横浜市立大口台小学校として独立し

ました。教室の数も１３に増え、学級数２２，児童数９６１名

で授業が始まりました。しかし、教室が足りなくて、１年生

から３年生までは午前と午後に分かれて２部授業を行いました。また、当時プールはありませんでした。

昭和４０年（１９６５年）、待ちに待った講堂ができました。そして、この年の卒業式が新しい講堂で行わ

れました。それまでは、コンクリートでほそうされた中庭で卒業式や入学式が行われていました。講堂

が完成したあとは、行事や雨の日の体育祭の学習も心配なく行えるようになり、子どもたちは大喜びし

ました。昭和４１年（１９６６年）７月４日、待ちのぞんだプールが完成し、この年から体育の学習で水泳が

行われるようになりました。  （資料は創立６０周年記念地域・歴史資料より抜粋） 
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 ４月２２日（金）1 年生を迎える会が行われました。今年度は感染症対

策のため校内放送で行い、６年生が編集した１年生の紹介動画を見たり、

各学年のプレゼントを紹介したりしました。各学年のプレゼントは、手作

りのペンダントや教室の飾り付け、学校のルールをまとめた動画など、

前年度から準備していたものです。 

感染症予防のため、全校で集まって会をもつことはか

ないませんでしたが、１年生を歓迎する気持ちを伝えら

れました。 

 

 

今年度の英語学習もスタートしました。 外国語講師のシャーウィン先生を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童支援専任より 
 

こんにちは。児童支援専任の三田和代です。大口台小学校に着任して７年目。私は、学級担任

でもなく、教科の指導もしていません。 

クラスを見回っている時に、「いったい三田先生って何をしている先生なの？」と、一年生の

子どもたちに聞かれることがあります。そんな時は、「みんなが困っている時のお助けマンをし

ているんだよ。」と答えています。 

私は、子どもたちが安心して自分らしく楽しい学校生活が送れるように児童指導の推進役と

して、連絡や調整を行っています。困っている児童や保護者との相談を行ったり、カウンセラー

との教育相談の窓口にもなったりもしています。また、児童相談所や区役所などの関係機関や地

域の方々とつながりをもったり、中学校との連携を進めたりするのも役割の一つです。 

さらに学習支援を始め、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

のコーディネーターもしています。 

毎朝、青門のあたりで登校指導をしています。何か気にかかることがあれば、お気軽にお声を

かけてください。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

Hello everyone! 

   I’m Sherwin Delos Santos 

Sercenia, please call me Sherwin! 

I’m from the Philippines. My Hobbies 

are cooking, fishing, watching anime 

and travelling! I love sushi and ramen! 

   Nice to meet you all!  Yoroshiku 

onegaishimasu. 

 

３ 
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日 曜 ５月 学校予定 

１ 日  

２ 月  

３ 火 憲法記念日 

４ 水 みどりの日 

５ 木 こどもの日 

６ 金 朝会 視力検査（4.5 組） 

７ 土  

８ 日  

９ 月 視力検査（６年）  尿検査回収日   

地域訪問① 

１０ 火 視力検査（５年）  防災訓練（地震）  

地域訪問② 

１１ 水 視力検査（４年） 

愛川宿泊体験学習保護者説明会 

（4 年） 

１２ 木 眼科検診  教育相談① 

１３ 金 視力検査（3 年）  教育相談② 

１４ 土     

１５ 日  

１６ 月 視力検査（2 年）  租税教室（6 年） 

１７ 火 心臓検診（1 年） 委員会活動  

体力テスト 

１８ 水 視力検査（1 年、4.5 組） 体力テスト 

１９ 木 耳鼻科検診（1、4 年）  

体力テスト予備日 

２０ 金 集会（わくトラ開き） 

授業参観日（1 年、4.5 組） 

PTA 総会（紙面） 

２１ 土  

２２ 日  

２３ 月 尿検査（二次）  

２４ 火 交通安全教室（1、4 年） 

クラブ活動（4 年～6 年） 

２５ 水 内科検診（全学年） 

２６ 木 東京見学（6 年） 

２７ 金 音楽朝会 

２８ 土  

２９ 日  

３０ 月 教育実習開始 

３１ 火  

行事予定 

＜メール配信について＞ 

４月２０日に全校一斉にメール配信

行いました。登録を済ませた方で、メー

ルが届かなかった場合は、学校までお問

い合わせください。また、登録がまだお

済みでない方は、早めに登録をお願いい

たします。 

＜セクシュアル・ハラスメント 

相談窓口＞  

児童に関すること 

児童支援専任 三田 和代 

養護教諭   川村 美佐子 

その他に関すること 

副校長    川島 和祐 

教育総合相談センターの一般教育相

談も、セクハラ相談窓口として利用でき

ます。 

ＴＥＬ ６７１－３７２６～８ 

 

＜スクールカウンセラー来校日＞  

５月 １７日（火） 1日 

５月 ３１日（火） 1日 

ご予約の際は児童支援専任 三田まで 

お電話ください。 

  

＜前期校納金の引き落としについて＞ 

本年度は６月上旬に引き落としを行

う予定です。指定口座の残金の確認をお

願いいたします。日程が決まりました

ら、改めてお知らせいたします。 


