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校 長 大橋 恵子 

 

校庭の桜は、子どもたちの登校が待ちきれずに、桜吹雪

となって空に舞い上がり、運動場へ続く道は、桜色の絨毯

のようになりました。 

浅間台小学校の新しい春が、はじまりました。鳥のさえ

ずりが聞こえ、陽の光は、まちを薄いベールで包み込んで

います。 

春休みには、新しく着任した職員も加わって、子ども達

の顔を思い浮かべながら、新学期の準備を進めました。「ど

んな出会いがあるかな」と心がうきうきと弾みます。 

お子さまのご入学、ご進級おめでとうございます。本年度は 61 名の新一年生を迎え、全校児童

30６名でのスタートです。 

地域に愛され、地域と共にある浅間台小学校です。今年の合言葉は、 

～「つながる」～ 

これまでの本校の教育活動のよさと課題を整理し、より子どもの瞳が輝くよう、地域の「ひと」

「もの」「こと」とつながる学びを創造していきたいと思います。 

また子どもたちが、多くの人とかかわりながら、自分も自分以外の人も大切にできるように、全

教職員で取り組んでいく所存です。 

保護者・地域の皆様のご支援とご協力を引き続き、よろしくお願いいたします。 
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教職員異動のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成３０年度 学校運営組織＞ 

新しい仲間で支え合いながら学校教育活動を進めてまいります。よろしくお願いします。 

学校長  大橋 恵子   副校長   中山 正之         

教務主任 横山 和正   副教務主任 大木田 明子  松永 奈津樹 

＜低学年ブロック＞ 

第１学年 １組 菊地 満 

          ２組 今井 雄飛 

第２学年 １組 浅間 真飛 

          ２組 矢吹 徳子 

＜中学年ブロック＞ 

第３学年 １組 八部 明日香 

     ２組 福田 美緒 

第４学年 １組 宮原 美由紀 

     ２組 西垣 武彦 

＜高学年ブロック＞ 

第５学年 １組 脇野 航平 

     ２組 船山 美穂 

第６学年 １組 伊藤 大紀 

     ２組 松永 奈津樹 

３・４組    本安 千香 德武 真理亜 

児童指援専任・家庭科専科  大木田 明子 

 

算数少人数     横山 和正   
音楽専科      浦井 りり子 

図工専科      敦岡 智子   

養護教諭  杉浦 美穂 

事務職員  野口 郁子 

派遣栄養士 内山 陽子 

学校司書  飯島 結花 

学校カウンセラー 田中 裕人 

技能職員（用務） 近藤 正治 

                 吉澤 睦子 

技能職員（調理） 内山 あずさ 

         山根 明美 

         仲野 恵美 

 

 

 

 

 

 

 

新しい教職員を迎えました。 
中山 正之  副校長      鶴見区    駒岡小学校より 

船山 美穂  教諭       南区     永田小学校 

今井 雄飛  教諭       南区     大岡小学校より 

矢吹 徳子  教諭       神奈川区   神大寺小学校より 

西垣 武彦  教諭       新採用 

八部 明日香 教諭       新採用 

吉澤 睦子  技能職員     嘱託 

野口 郁子  事務職員     鶴見区    潮田小学校より 

浦井 りり子 教諭       非常勤講師 

敦岡 智子  教諭       非常勤講師 

山岸 きく美 教諭       非常勤講師 

𠮷𠮷原 美恵子 教諭       非常勤講師 

中島 博美  教諭       非常勤講師 

長い間、浅間台小のために尽力した教職員が、異動・退職しました。 
世取山 実義 副校長     磯子区    森東小学校へ 

青山 恵美  教諭      旭区     左近山学校へ 

長谷川 久実 教諭      南区     六つ川小学校へ 

上野 京子  技能職員    神奈川区   菅田小学校へ 

石崎 順子  事務職員    神奈川区   菅田中学校へ 

中西 陵   教諭      退職 

伊藤 妃芽  教諭      退職 

林 靖子   教諭      退職 

木畑 貴美子 教諭      退職 

出口 佳那  教諭      退職 

 
 

-「セクハラ」相談窓口- 

「わいせつ・セクハラ」行為防止のための相談窓口をお知らせします。児童からも保護者の方からも相談を

受け付けます。 

●児童に対する行為・教職員に対する行為 

  担当 副校長：中山 正之   養護教諭：杉浦 美穂 

 なお、教育総合相談センターでも、相談を受け付けますのでご承知おきください。 

  ＴＥＬ ６７１－３７２６～８ 



＜今年度の主な行事＞ 

４月 １６日（月）授業参観・懇談会（１～６年）  ＰＴＡ専門委員会 

２０日（金）地区班編成 

２７日（金）家庭訪問① 

５月 ２日（水）全校遠足（三ツ沢公園）   予備日１０日（木） 

７日（月）～１１日（金）家庭訪問②③④ ※８日（火）は家庭問せず 

１９日（土）浅間台フェスティバル（ステージ） 学校説明会 ＰＴＡ総会 支援する会 地域懇親会 

２９日（火）～３０日（水）日本丸宿泊体験学習（４年） 

６月  ４日（月）授業参観・修学旅行説明会（６年） 

１１日（月）第１回学校保健委員会 

１８日（水）授業参観・懇談会（１～５年 ３・４）  

２６日（火）～２７日（水）修学旅行（６年） 

７月 ６日（金）引き取り訓練 

９日（月）１０日（火）１２日（木）１３日（金）１７日（火）個人面談 

１９日（木）給食終了・大掃除 

２３日（月）夏季休業開始  ２３日（月）～２７日（金）夏季水泳教室 

３１日（火）西区水泳大会 ※予備日８月１日（水） 

８月 ２４日（金）市水泳大会 

２７日（月）授業開始 

２９日（水）親子で草とり 

３１日（金）総合防災訓練 給食開始 

９月 １０日（月）創立記念集会  

１１日（火）～１２日（水）愛川体験学習（５年） 

１９日（水）～２１日（金）オープンスクール 

１０月 ５日（金）前期終業式     

９日（火）後期始業式 

２０日（土）運動会 

３０日（火）歯科保健学習  

１１月  ６日（火）市体育大会  予備日２１日（水） 

１３日（火）～１４日（水）野島宿泊体験（３・４組） 

１７日（土）もちつき大会 

１２月 １日（土）浅間台フェスティバル （パビリオン）   ※代休２５日（月）    

６日（木）歯科巡回指導（１回目） 

７日（金）１１日（火）１３日（木）１４日（金）１７日（月）個人面談   

２６日（月）冬季休業開始 

 １月 ７日（月）授業開始 

９日（水）給食開始 

２９日（火）授業参観・懇談会（１～６年） 

３０日（水）西区児童音楽会（３年） 

 ２月 ７日（木）～８日（金）市学力・学習状況調査 

１４日（木）歯科巡回指導（２回目） 第２回学校保健委員会 

２１日（木）卒業を祝い感謝する会６年 

 ３月 １日（金）授業参観・懇談会（１～６年） ＰＴＡ総会 学校報告会 

１４日（木）給食終了 

１５日（金）６年生を送る会・卒業証書授与式 

２５日（金）修了式・離退任式 

＜長期休業＞ 

春季休業日  ４月 ２日（月）～ ４月 ４日（水）   

夏季休業日  ７月２３日（月）～ ８月２４日（金） 

＜前期＞ ４月 ５日（木）～１０月 ５日（金）    

＜後期＞１０月９日（火）～ ３月２５日（月）  

＜長期休業＞ 

冬季休業日 １２月２６日（水）～ １月 ４日（金） 

学年末休業  ３月２６日（火）～ ３月３１日（日） 

年間行事予定は、４月９日（月）に、配

付いたします。 



＜４月の主な行事＞      

日 曜 行事 

５ 木 着任式・始業式 入学式 午前授業 

６ 金 大掃除  午前授業（短縮Ｃ日課） 

７ 土  

８ 日  

９ 月  

１０ 火 朝会 

１１ 水 給食開始  １年生を迎える会 

１２ 木 委員会活動 

１３ 金  

１４ 土  

１５ 日  

１６ 月 授業参観・懇談会  ＰＴＡ専門員会・実行委員会 

１７ 火 全国学力学習状況調査（６年） 

１８ 水 新体力テスト高学年 

１９ 木 新体力テスト低学年・中学年 

２０ 金 
たてわり班活動（全校遠足準備➀） 

地区班編成（５校時）（Ａ日課） 

２１ 土  

２２ 日  

２３ 月  

２４ 火 集会 

２５ 水  

２６ 木 代表委員会  委員会活動 

２７ 金 家庭訪問①（A 日程） 

西区合同１年生を迎える会（３･４組） 

２８ 土  

２９ 日 昭和の日 

３０ 月 振替休日 

 

 

 

 

 

 

 

４月の保健行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ３・４組 

発育測定 １７日（火） １７日（火） １２日（木） １１日（水） １０日（火） ９日（月） １２日（木） 

聴力検査 ２３日（月） ２０日（金） １８日（水）  １９日（木）  １９日（木） 

耳鼻科検診 １３日（金） 希望者 希望者 １３日（金） 希望者 希望者 希望者 

-授業参観・懇談会のお知らせ- 

日時 ４月１６日（月） 

  １３：４５～１４：３０ 公開授業 

    １４：５０～１５：００ 放  送 

            （学校長・PTA 会長あいさつ） 

    １５：００～      懇談会 

    １６：００～専門委員会・実行委員会 

 

場所 各教室等（詳しくは、授業参観のお知         

らせをご覧ください。） 

 

連絡 懇談会終了後、PTA 専門委員会・ 

   実行委員会を行います。 

生活目標      学校生活のきまりを守ろう。              

 給食目標    きまりを守って楽しく食事をしよう。 

保健目標     健康診断を上手に受け、自分の体を知ろう 

-「緊急連絡網」の廃止- 

 個人情報漏えいのリスクを少なくするため

に、今年度より「緊急連絡網」を廃止します。 

 メール配信サービスをご利用ください。 

 ９日（月）に確認のメールを配信いたします

ので、メールが届きますかご確認ください。届

かない場合は、再登録をしてください。 

 また、登録されていない方は、メール登録を

お願いします。 

 詳細は、後日、お知らせを配付いたします。 

-家庭訪問のお知らせ- 

今年度より、家庭訪問を行います。 

４月２７日（金）、５月７日（月）、１０日（水）、 

１１日（金）を予定しています。詳細は、後日

お知らせを配付いたします。一家庭１０分程度

を予定しておりますので、玄関先での訪問とさ

せていただきます。ご了承ください。 

  

 



 



 


