
                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
      

「ご入学、ご進級おめでとうございます 
校 長  長谷川 利恵 

 
保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。それぞれのお子様方の成長を心

よりお喜び申し上げます。PTA活動をはじめ保護者の皆様のご支援のおかげで、日々の教育活動が充

実し子どもたちは健やかに成長しています。本当にありがとうございます。 

 地域の皆様、日頃より本校へのご支援をいただきましてありがとうございます。おかげさまで子

どもたちが安全に過ごせています。これからも子どもたちが安全で安心して楽しく過ごせる学校づ

くりをめざし、全職員で一丸となり努力して参ります。 

  

 子どもたちは、四季を感じながら育つ木々や草花のように、春に新しい芽を出し、葉を茂らせ、

大きな実（力）をつけます。そして、次の芽吹きまでに課題や可能性を見出し、また次の春を迎え

ます。同じ春であっても次の春は、これまでとは違った可能性の芽を出してきらきらと輝いていま

す。教師は、その可能性の芽を慈しみ、大きく育てます。 

 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、学校生活には様々な制約が生じてい

ます。制約がある中でも「今できることを精一杯やる」子どもたちには、そんなたくましさを是非

身に付けてほしいと思います。 

 学校は、今後も保護者の皆様や地域の皆様のお力をお借りしながら、子どもたちの安全を第一に

しつつ、楽しく充実した学校生活が送れるように努力して参ります。今年度も左近山小学校の教育

活動に対しまして、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

【児童のみなさんへ】 

 新しい出会いの中、令和３年度が始まりました。新しい友だちや先生とも出会います。気持ちも

新たに、昨日までとはちょっと違う自分を見つけていきましょう。学習や行事や遊びなどで、昨日

までよりちょっと頑張れば、学校生活がとても楽しくなります。毎日の「ちょっと」が一年間で

は、大きな進歩になることでしょう。 自分の気持ちが変わると、となりに座っている友だちのよさ

も見えてきます。友だちに元気に挨拶したり、優しくしたりすれば、自分も友だちも心が温かくな

ります。自分や友だちのよさを見つけ、ともに輝き、大きく伸びていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

【学校だより等への児童作文・作品の写真の掲載】 
 
今年度も、「学校だより」や「学年だより」等で、日頃

の学習活動や学校行事等の様子を紹介します。そのために

児童の作文等の作品紹介（学年・組・氏名を掲載）や、活

動場面の写真を掲載します。掲載に不都合がある方は、あ

らかじめ学校にご連絡をお願いします。 

 なお、学校のホームページには、個人が特定される児童

名を載せた作品等は原則として掲載しません。 

【新年度メール配信登録】 

～携帯電子メールを活用した保護者連絡～ 
 

 携帯電子メールを活用した保護者連絡では学校からの必要な情報

を発信します。今年度も、横浜市個人情報保護審査会の実施条件に

より、前年度に登録いただいた全データの削除を行い、新年度の登

録を行います。登録手順等は、別紙をご覧ください。コロナ禍での

変更連絡があります。登録のご協力をお願いします。 
   

☞ 問い合わせは、副校長（徳留
とくどめ

）迄 ℡351-7856 

学校だより                        令和３年４月７日 
  

夢中がいっぱい左近山の子     
           

～つながる学び（知）・つながる仲間（徳/体）・つながる地域・未来(公/開)～ 

 

 
 

４月号 

健康観察票の提出（再掲載） 
 

 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、毎日、お子さんの検温と健康を確認、健康観察票の提出と回収のご協力、ありが

とうございます。今後も「健康観察票」の取扱いについては、経過観察のため次のようにします。 
 
 ①「健康観察票」については2か月単位で作成しています。本日配付の用紙は4・5月をまとめているため5月31日に回収します。 

 ②１か月後に責任をもってシュレッダー処理します。 

児童の健康観察と新型コロナウイルス感染が判明した場合の対応（再掲載） 
 
家族や同居人の方等が、新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、濃厚接触者に特定されたり、PCR 検査等を受けたりする必

要が生じた時点で、速やかに学校にご連絡ください。 

検査結果が判明するまでの間、お子さんの登校を控えて、家庭で健康観察をしていただくようご協力をお願いします。なお、

この場合、当該児童生徒は「欠席」とせずに「出席停止・忌引き等」になります。  
※濃厚接触者とは 

濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の

可能性が相対的に高くなっている方を指します。濃厚接触者と判断された場合は区福祉保健センターの指示に従います。 



令和３年度 横浜市立左近山小学校 教職員組織 
   

◎は学年・担当主任 ○は学年・担当副主任 （敬称略） 

校 長：長谷川 利恵 副校長：徳留  勇 

主幹教諭 
鈴木  好司    西川   恵   星野   睦 

中島  純子    松田  圭子   溝上  正三 

学年 １年 ２年 ３年 

１組 ◎杉山  淳一 ◎篠笥  卓哉 森   香苗 

２組 関   夏実 太田  雪恵 ◎藤原  利弘 

３組 星野   睦 松田  圭子 髙橋   生 

学年 ４年 ５年 ６年 

１組 溝上  正三 松本   希 阿部  和樹 

２組 ◎山下 奈都子 牡丹  優輝 亀井  槙子 

３組  清   琢磨 ◎中井  亮介 ◎堀口  淳也 

５.６.７.８.９.１０組 

（呼称：５.６.７組） 

◎松本  歩美  ○結城 亜希子   阿部 友佳里   鈴木  好司 

 小早川 雅人   谷津  洋子   青山  恵美   鈴木  宏子 

 河野  香織 

通級指導教室 

まなびの支援教室 きこえとことばの教室 

◎西川   恵  ○小林  香織 

○吉留 亜希子   志賀  綾乃 

 長井   章   稲葉  善明 

山野 さゆり   野木  佳保 

赤坂 ほのか 

○嶋田  美保   大畑 亜希子 

星野  晶子   古賀  正浩 

教務主任 初任研指導教員 

5.6.7組担任 
◎鈴木  好司  

児童支援専任・特別支援 

少人数 5・6年 
◎山田  雄一 

児童支援副専任 

6年担任 
○阿部  和樹 

4～6年音楽科専科 

特別支援 
江野澤 智栄 

5・6年家庭科専科 

3年音楽科専科・特別支援 
中島  純子 

5.6.7組専科 

5・6年図工科専科 
青山  恵美 養護教諭 矢崎  美奈 

初任研講師 

特別支援教育支援員 
河野  香織 栄養技師 和泉  千絵 

事務主事 大平   光 
5.6.7組専科 

5.6.7組支援員 鈴木  宏子 

技術吏員 柴田  竜也 技術吏員 根本  順子 

職員室業務アシスタント 岩脇  泰子 職員室業務アシスタント 井村 美知代 

理科支援員     藤田 さおり ICT支援員 赤枝  順子 

スクール ソーシャル 

ワーカー（SSW） 木戸口 裕子 
スクール 

カウンセラー（SC） 渡辺  景子 

学校司書 海渡  ゆき 司書教諭 星野   睦 

外国語活動（AET）  マリベール イトウ 国際理解教室（IUI） 
リャナゲ チヤトリ メーカラ

［スリランカ］ 

子どもの学び 

支援ボランティア 田口  歩奈 

特別支援教育 

コーディネーター 

◎山田  雄一   鈴木  好司   中島  純子 

松本  歩美   結城 亜希子    

給食調理員 ［東都給食株式会社による委託］ 
 

【離任 教職員】 

名前 職名 学校名 名前 職名 学校名 

大嶋 智子 副校長 泉区 西が岡小学校 鈴木 尚子 教諭 保土ケ谷区 帷子小学校 

岡部 佳子 主幹教諭 瀬谷区 二ツ橋小学校 中嶋 祐太 教諭 西区 浅間台小学校 

進藤 匡亮  教諭 横浜市教育委員会特別支援教育相談課 田中 弥生 教諭 港北区 綱島小学校 

瀨木 範子 教諭 泉区 西が岡小学校 小野 明美 非常勤講師 港北区 大曽根小学校 

金城 可奈 教諭 保土ケ谷区 仏向小学校 松本 明美 非常勤講師 旭区 上川井小学校 

芝山 有希 教諭 旭区 不動丸小学校  
  
【着任 教職員】 

名前 職名 学校名 名前 職名 学校名 

徳留  勇 副校長 旭区 中尾小学校 山野さゆり 教諭 戸塚区 戸塚小学校 

溝上 正三 主幹教諭 保土ヶ谷区 常盤台小学校 赤坂ほのか 教諭 新採用 

野木 佳保 教諭 保土ヶ谷区 上菅田笹の丘小学校 小早川雅人 教諭 新採用 

松本  希 教諭 旭区 白根小学校  
 
〈通級指導教室はもう一つの左近山小学校〉 

左近山小学校通級指導教室には「まなびの支援教室」と「きこえとことばの教室」という二つの

教室が設置されています。一人ひとりのニーズや特性に応じた学習を通して、生き生きと学校生活

を過ごせるように学ぶ場です。今年度は、近隣５区の小学校から 206 名の子どもたちが保護者とと

もに通ってきます。通級担当教員 13名で力を合わせ、本校と連携を図りながら、今年度の通級指導を進めていきます。

もう一つの左近山小学校として、地域の皆様、保護者の皆様、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席、遅刻などの場合は電話で、

遅刻、早退は保護者同伴、でお願

いします！ 
 

現在、コロナ禍であることから、欠

席、遅刻などの連絡は電話での連絡に

しました。なお、遅刻して登校する場

合は保護者同伴で来校し、インターホ

ンで職員室にお知らせください。その

後、昇降口まで引率をお願いします。

職員より担任に連絡し、引き継げるよ

うにします。早退する場合にも同様で

す。児童の安全確保のためにもご協力

をお願いします。 

◆スクールカウンセラーによる教育相談について〔月１～２回程度〕 

小中学校連携の取組として、小中学校同一カウンセラーの配置が行われています。本校では昨年度に引き続

き、渡辺景子先生が配置され、月に２回程度派遣されます。対象者は子ども・保護者です。学校生活における

人間関係など子どもの悩み、子育ての不安やお子さんの様子に関する心配事など、気軽に相談できます。相談

を希望される方は、養護教諭の矢崎または各担任までご連絡をください。 

➡４月 20日㈫・５月 11日㈫・25日㈫に実施 

４月の生活目標 ① あいさつと返事をします。 

【留守番電話設定】平日 17時 45分から翌朝７時 45分までは留守番電話を設定しています。 

本校では「めざそう 左近山の子」の８つの行動

目標に基づいて生活指導を行います。一月毎に一

つずつ順に指導していきます。 


