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平成２７年度のスタートにあたって 

                                     学 校 長   髙島 典子 

 

 桜の花が咲き、季節は春本番となりました。卒業生が植樹した若い桜の木にもかわいらしい花が咲き、新たな一

歩を踏み出しました。 

 この度、４月１日付で、桜岡小学校校長を拝命いたしました髙島典子と申します。前任の鈴木秀一校長より受け

継ぎ第２８代目の校長となります。この機会を得ましたことを心から嬉しく思うと同時に、その職責の重さに身も

引き締まる思いです。歴史と伝統のある桜岡小学校を更によい学校にすべく、また「さくらっ子」のよりよい成長

のために全力で学校経営に取り組んでいく所存です。どうぞ、引き続き桜岡小学校の教育活動に対しまして温かい

ご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

本日、平成２７年度始業式、及び入学式が行われ、新学期が始まりました。お子様のご入学、ご進級を心からお

祝い申し上げます。 

子どもたちは、やや緊張した面持ちで、しかしながら「新たな気持ちで頑張ろう。」と様々な目標や思いをもって

登校してきました。新しい学年、クラス、担任、友達と、新たな環境の中で、自分らしさを発揮しながら学校生活

を輝かせ、様々な力をつけて欲しいと願っています。 

社会情勢は日々変化し、私たちを取り巻く環境の変化も激しい中、現在の「さくらっ子」が活躍する２０年後、

３０年後、４０年後の社会は一体どのようなことになっているのか想像がつかない程です。だからこそ、子どもた

ちが生涯にわたって幸せに生きていくために本当に必要な「人としての基盤の力」「人として原点となる底力」を小

学校時代に身に付けさせたいと考えています。例えば、友達とけんかをした時、「相手の方が悪い。」と固執するの

ではなく、「どうしてそんなことになったのか。」「そんな事態を防ぐことはできなかったのか。」「相手の行動の裏に

ある気持ちは理解できていたのか。」「許すという気持ちをもつことができるのか。」「これからどう行動したらよい

のか。」「相手を安易に悪く周りに伝えていないか。」等、先生方は子どもに考えさせ、自らトラブルを避ける力、ま

たは解決する力を身に付けさせようと努力しています。これからの社会を生き抜くには、基礎学力をしっかり身に

付け、基本的な生活習慣や規範意識をもち、他者を尊重し、豊かに関わり合う力を身に付けることが重要です。 

平成２７年度の学校教育目標 

共に生きることを喜ぶ かしこく たくましい子に育てます。 

学校教育目標のもと、これからも保護者・地域の皆様に愛される桜岡小学校になるよう全教職員で力を合わせ「チ

ーム桜岡」として取り組んで参ります。今年度もこれまで同様のご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

尚、教職員の勤務実態へのご理解と改善策へのご協力について（子どもとしっかり向き合う時間を確保するため

に）、横浜市教育委員会、並びに横浜市 PTA連絡協議会より文書が出ておりますのでご覧ください。また夜間時にお

ける留守番電話も検討中です。 

また、４月末より始まる家庭訪問は、今年度方面別の日程を設定させていただきました。できるだけ皆様のご希

望を伺って訪問させていただきます。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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４月の目標 
＜生活目標＞  学校の生活のきまりや約束を守ろう 

＜保健目標＞  自分のからだを知ろう 

＜給食目標＞  楽しい給食にしよう 

授業参観・懇談会について 
 

 今年度初めての授業参観・懇談会です。

新しい学年を迎えてお子様の様子をご覧い

ただく貴重な機会です。また、担任からは、

学年・学級経営方針などをお話しいたします。

あわせて、ＰＴＡ委員選出もありますのでご出

席をお願いいたします。なお、６年は宿泊体

験学習の説明も行います。 
◆日時 

  １３日（月）  ５.６年 １３：４０～   

  １４日（火）  １.２年、５.６.７組 １３：４０～  

  １６日（木）  ３.４年 １３：４０～ 

◆内容 

  ・今年度の学年・学級経営について 

  ・主な年間行事について 

  ・ＰＴＡ委員選出   等 

  全国学力・学習状況調査実施について 

 

  学力や学習の状況を把握・分析し､教育指

導の充実や学習状況の改善等に役立てること

を目的として、全国の６年生を対象に実施いた

します。 

４／２１（火）１～４校時 

   国語、算数、生活や学習に関する質問 

教育相談日について 
  今年度も学校カウンセラーによる相談日を

設けます。ぜひご利用ください。詳しくは､後日

配付のプリントをご覧ください。 

４月の相談日 ２２日(水) 

＜受付担当＞ 養護教諭 伊藤文恵 

副校長  松本未紀       

 

学校納入金の入金について 

 
  ６月と１０月の年２回、まとめて引き落とします。

湘南信用金庫の口座より引き落としになります。

詳しくは､後日配付のプリントをご覧ください。 
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