
 

登校班班長・副班長会 ４月１０日 

 

１年生を迎える会 ４月１１日 

 

 

委員会紹介をしました ４月１６日 
 

 

 

 

わいせつ・セクハラ相談窓口担当者 

 今年度の校内におけるわいせつ・セクハラ相談窓口担当者は、次のようになっておりますの

でお知らせします。 
  お子さんにかかわる相談 ：養護教諭 長谷川 真由  児童支援専任 菅原 純一 

  その他にかかわる相談           ：副 校 長     森 馨一 
 また、教育総合センターでも、相談を受け付けております。 
  教育総合センター 一般教育相談窓口 ℡ ６７１ー３７２６（月～金 9：00～17：00） 

 

 年に３回、体育館で行っています。年度初めの今回は、全体的な話をし、その後、各地区に分

かれて、班長・副班長と地区担当の教員で、より安全な登下校について話し合いました。  

 その話合いを生かし、12 日には、登校班会議を行いました。班長や副班長が中心となり、登

校班での約束や集合時刻などの確認を行い、安全な登校について考えました。 

 ４月５日に入学した１年生５２名が２～６年生

と対面して歓迎を受けました。６年生と手をつな

ぎ、５年生が用意してくれた花のアーチの中を入場

し、在校生から校歌やクイズ、メダルなどのたくさ

んのプレゼントを受け取りました。 

 ４月１６日の朝会で、委員長がそれぞれの委員会の活動紹介をしました。様々な委員会活

動を通して庄戸小を盛り上げ、リードしてくれる頼もしい６年生の姿に、これからの活動が

ますます楽しみになりました。 

校内の写真撮影について 

・個人情報保護のため、授業参観等の際には写真撮影などはご遠慮ください。また、ネット上

及びＳＮＳ等への掲載は行わないでください。 

・学校における教育活動を記録するために教職員が写真やビデオ等の撮影を行う場合がありま

す。また、学校だより、ＨＰ等に児童の作文や活動の様子を写した写真を掲載することがあ

ります。ご家庭の判断で掲載が行えない場合は予め担任までお知らせください。 



学校だより 

笑顔がかがやく  子どもが主役の学校  
～一人ひとりのよさや可能性を引き出す教育を推進します～ 

                 URL http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/shodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人とのかかわり合いを大切に  

「子どもたちが育つ」庄戸小学校！  

                          校  長  鈴木  則男  

 

校門の桜の木もいつしか新緑になり、吹く風が心地よい季節となりました。先日の授

業参観、懇談会に多数ご参加いただき本当にありがとうございました。新学期が始まり

新しい出会いからもうすぐ 1 か月、教室や友達にも慣れ始め、新たな気持ちで学習に取

り組む子どもたちの姿をご覧いただけたことと思います。  

１年生にとっては初めての給食が１１日より始まりました。初日のメニューは麦ごは

ん、ツナそぼろ、豚汁、牛乳。白衣を着て、緊張気味に配膳台の準備やトレーに置く食

器の位置を学ぶ子どもたちの姿がありました。「いただきます」と元気なあいさつの後、

「今日の給食はどうですか？」と問いかけると、「とってもおいしいよ。」「給食大好

き！」と笑顔で答えてくれました。ただ、片付けとなるとまだまだ大変です。同じ種類

の食器をまとめるなど、手順を理解するだけでも多くの時間を要します。そんなとき本

当に頼りになるのは６年生です。給食が始まる時間に１年生の教室に来て、声をかけ、

一緒に片付けを手伝い牛乳パックを開くサポートするなど笑顔で気持ちよく１年生の世

話をしています。頼もしい６年生の存在は１年生だけでなく全校児童の憧れの存在です。

学校のリーダーとしての今後の活躍が楽しみです。庄戸小には「なかよし班活動」とい

うたてわり・異学年との交流もあります。子どもたちはクラスの友達とのかかわりはも

ちろん、他の学年の人とのかかわりを通しても相手を思いやる心を学んでいくのだと思

います。  

「人」という字は支え合って生きるということを表していると、よく例えられます。

日々の登下校の見守りやボランティア活動など保護者、地域の皆様のお力に大変感謝し

ております。子ども達同士のかかわりと笑顔を大切により落ち着いた環境で学習ができ

るように指導してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  

 

施設工事についてのお知らせ  

７月下旬より給食室の全面改修工事が始まります。工事期間は 11 月末日までを予定

しております。安全には十分配慮して行いますが、工事に伴い 9 月、10 月、11 月の３

か月間は給食の提供ができずお弁当となります。ご不便をおかけしますがご理解くださ

いますようお願いいたします。  

                                               平成 31 年度  ５月号  

学校だより  

 

笑顔がかがやく  子どもが主役の学校  

 

～一人ひとりのよさや可能性を引き出す教育を推進しま す～  

 平成 31 年度 5 月号 

横浜市立庄戸小学校 
TEL894-0757 FAX895-6947 



生活目標 時刻を守って行動しよう ５月行事予定 

日 曜 行     事 日 曜 行     事 

1 水 天皇の即位の日 17 金  

2 木 国民の休日 18 土  

3 金 憲法記念日 19 日  

4 土 みどりの日 20 月 ○り  

5 日 こどもの日 （大和市公認陸上記録会） 21 火 朝会 

6 月 国民の休日 22 水 尿検査2次検査 

7 火 音楽朝会（校歌） 委員会活動 23 木 ○り  運動会合同練習 

8 水 眼科検診 24 金  

9 木 
○り  尿検査 ６校時なし 授業参観 ＰＴＡ

総会 地域懇談会 
25 土  

10 金 ６校時なし（職員研修のため） 26 日 （春季横浜市陸上記録会） 

11 土  27 月 ○り  教育実習開始（～6/24） 

12 日   28 火 朝会 委員会活動（運動会） 

13 月 ○り  １年心電図検査 29 水 避難訓練 

14 火 朝会 委員会活動（運動会） 30 木 ○り  運動会合同練習 

15 水  31 金 １～４年５校時なし ５・６年運動会前日準備 

16 木 ○り  ６年埋蔵文化財センター見学  6/1 土 第１４回 運動会 

○り…特設陸上クラブ練習実施日です。 

 

スクールカウンセラーの相談日について 

 

 スクールカウンセラーの小畠 由起子先生が来校されます。お子さまについて

どのような悩み事についても親身に聞いていただけます。プライバシーも守ら

れますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

 １６日（木）と ２８日（火） 

  ※ 時間は、いずれの日も１０：００～１７：３０（受付は１６：００まで） 

 まずは学校〈副校長もしくは児童支援専任〉まで、お電話ください。（℡ ８９４－０７５７） 

授業参観とＰＴＡ総会、地域懇談会 

 ９日（木）に、５校時の授業参観後、体育館にてＰＴＡ総会を行います。総会終了後、引き続

いて、地域懇談会（ＰＴＡ教育懇談会）を体育館にて行います。学校や子どもたちの様子につい

て理解を深めるよい機会ですので、ぜひご来校ください。 

運動会の日程について 
 ６月１日の運動会が天候不順等で延期された場合の日程をお知らせします。 
  ・１日（土）に運動会が実施できない場合、運動会は２日（日）に延期となります。 
   １日（土）はお休みとなります。(メール配信をします) 
  ・２日（日）にも運動会が実施できない場合、運動会は４日（火）に延期となります。 
   ２日（日）は全校５時間授業で下校となります（お弁当をお願いします）。 
  ・３日（月）は、１日(土)、２日(日)の運動会の実施・延期に関係なく、お休みとなります。 
  ・４日（火）にも運動会ができない場合、運動会は５日（水）に順延となります。 

４日（火）以降に実施する場合、昼食は給食となります。  



 
平成 31 年度 学校予算決算書 

１ 学校運営振興費              （円） 

報償費 88,637 授業協力者謝礼等 

消耗品費 5,181,093 教材教具、保健安全、環境整備、児童用椅子等 

食糧費 26,670 入学式・卒業式来賓用菓子、運動会来賓用お茶 

印刷製本費 60,480 封筒印刷等 

修繕料 269,136 教材教具、事務備品、給食用備品等の修繕 

通信運搬費 32,920 切手、スピーチコンテスト・市水泳大会参加児童交通費 

手数料 164,374 児童図書装備代、ﾋﾟｱﾉ調律代、給食用刃研ぎ、証書筆耕代等 

委託料 259,686 学校契約廃棄物収集運搬処分費等 

使用料及び賃借料 346,024 
ﾊﾞｽ借上げ料（体験学習、市体育大会、区音楽会） 緊急児童搬

送ﾀｸｼｰ代等 

学用器具費 1,040,018 教科備品、事務備品、保健・環境整備・給食用備品等 

図書費 376,968 児童用図書 

負担金 1,400 団体登録料 

施設・小破修繕料 903,268 児童の安全確保に向けた学校施設関係の修繕 

施設手数料 0 部品交換を伴わない修繕 

校地・小破修繕料 107,460. 児童の安全確保に向けた校庭及び校庭関連施設の修繕 

計 8,858,134  
    
２ 特別配当           （円） 

2－1雨漏り修繕 299,700 ２－１雨漏りの修繕 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ防球ﾈｯﾄ修繕 561,600 グラウンド防球ネット劣化のため修繕 
消火器具取替 80,766 消火器具の取替 
無停電電源装置修繕 15,984 コンピュータールーム無停電電源装置バッテリー交換修繕 
タブレット端末 399,600 タブレット端末及び付属品 

計 1,357,650  
 
３ 光熱水費           （円） 

電気 2,788,741  横浜市教育委員会が直接支払います 
ガス 1,296,420  横浜市教育委員会が直接支払います 
水道 3,114,987  横浜市教育委員会が直接支払います 
水道(プール) 958,072  横浜市教育委員会が直接支払います 
白灯油(冬期ｽﾄｰﾌﾞ用） 39,690  

計 8,197,910  

 

平成３１年度 就学援助の申し込みについて 

 今年度の就学援助について、第１回申し込み期間は４月１７日をもって終了いたしましたが、

今後も追加申し込みが可能です（２月まで）。申し込みを希望されるご家庭は、事前に事務室 

までご相談ください。 

新たに着任した職員です 

 今年度、着任した職員をご紹介します。どうぞよろしくお願いいたします。  

杉田 絵里（すぎた えり） 非常勤講師：３～６年生音楽担当 

齋藤 裕昭（さいとう ひろあき） ＹＴサポーター（７月まで） 

浅野 由佳（あさの ゆか） アシスタントティーチャー、教育実習生 

窪 明日香（くぼ あすか） 学生ボランティア 

※今後、個に応じた支援の充実を図るため、状況に応じて特別支援員が 

支援に入る予定です。 


