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学校教育目標：学び合い、高め合い、まちとともに明日を拓く豊岡っ子 

「９５周年」 

校 長   岸田 晋   

 新緑がまぶしく輝き、さわやかな季節を迎えました。 

新年度が始まって１か月。どの教室でも先生と一緒に学級のまとまりができ、落ち着いて学習に取り組んでい

る姿が見え、嬉しいスタートをきっています。心身ともに疲労のたまる折、４月下旬からＧＷが始まるのは、た

いへんありがたいタイミングです。しかし、せっかくできかけた学校生活のリズムが中断するわけでもあり、五

月病などと言われる症状が起きないことを願うばかりです。 

 

様々な場面でお話ししたように、豊岡小学校は今年度創立９５周年を迎えます。 

創立９０周年の時１年生だった子どもたちが現在の６年生です。また、今年度の 

１年生が６年生になる年度に豊岡小学校は１００周年を迎えることになります。 

区切りの周年行事に出合わない学年の児童もいるので、５月１５日（火）に記念 

の航空写真撮影をします。ぜひ、健康管理をしっかりして体調を整え、当日は欠 

席することなく、登校してくれればと願っています。 

ここで、戦後の豊岡小学校の様子の一部を少し紹介します。         【８０周年記念事業の日時計】

（創立６０周年記念「わたしたちの学校」―豊岡小のあゆみー、創立７０周年記念こども風土記「とよおか」より引用） 

○ 給食が昭和２５年から週５回の完全給食となりました。そして、昭和２８年には、国や市の補助を受け、Ｐ

ＴＡもお金を出して、当時の文部省のモデル調理室としての給食調理場が本校にできました。  

○ 昭和３０年には、児童数が２３５８名おりました。普通教室は２５教室なのに、学級数は４５学級もあり、

４年生までが２部授業をするというありさまでした。そして、１１月には住民大会が開かれ、この土地に住む

人々のみんなの気持ちとして横浜市にお願いすることになりました。このような人々の熱心な気持ちが市を動

かし、昭和３３年に、初めて鉄筋３階建ての東校舎が建ちました。 

○ この学校ができた時につくられた「浅みどりして」という校歌が昭和２０年からの新しい民主的な日本とし

て出発した時代にそぐわないということで、昭和３６年に新しい校歌を作ろうということになりました。在校

生、卒業生、父母、先生に校歌を募集しますというちらしが配られました。そして、集まった作品の考え方も

取り入れて、詩人で横浜文化賞もいただいたことのある扇谷義男さんに歌詞を作っていただくことにしまし

た。曲は、本校の卒業生で、また在校生の父でもある、二期会で活躍されていた栗本正さんにお願いすること

にいたしました。 

○ 平成５年、本校は創立７０周年をむかえました。学校では、ＰＴＡや地域の方々と一緒に７０周年を祝う行

事や記念誌づくりをすすめています。バザーも開かれ、テレホンカードも作られました。１０月には、記念式

典が行われ、記念事業実行委員会から和太鼓が贈られ、披露されることになっています。 

 

ＰＴＡと地域が一体となって学校に熱いサポートをしていただけるこの伝統を私たちもしっかりと受け継い

でいかなければと、意を新たにしています。 



 

 豊岡小学校では、いつ起こるかわからない災害に備えて、計画的に訓練や安全指導を行っていま
す。５月は、引き取り訓練・方面別下校・避難訓練を行います。引き取り訓練は、台風や大雨など
の自然災害や地域で事件が発生した際に、児童をより安全に下校させるための訓練です。５月２５
日（金）の５校時に行います。方面別下校は、地区班ごとに方面別に下校をします。避難訓練は、
年間を通して様々な状況を想定して訓練を行います。 
★１年間、次のような避難訓練や安全指導を計画しています。 
   方面別下校   地震・津波による避難訓練   火災による避難訓練    交通安全教室    
  不審者侵入による避難訓練  総合防災訓練   サイバー教室 等 
 

   

 横浜市内に気象警報が発表された場合等の学校の対応については、学校情報（インフォメーショ
ン）P25及び豊岡小ホームページ「緊急時の対応」をご参照ください。 

 

        

 本校では、教職員研修として、特別支援教育  
研修を年に数回実施しています。 
 ４月１２日（木）には、第１回目の研修会を開 
き、特別支援教育への理解を深めました。８月 
には、鶴見中学校ブロックで小中合同の職員研 
修会を行う予定です。教職員が共通理解を図り 
指導にあたっていきます。 
 
 

＜各種相談窓口＞ 
 次のことにつきまして相談がありましたら、お知らせください。 

 ◆校内「わいせつ・セクハラ」相談    

   ○児童に対して･･･斎藤 亜紀奈（養護教諭） ○大人に対して･･･山本 麻美（主幹教諭） 

 ◆特別支援教育に関する相談 

  ※教育総合相談センター  電話番号（６７１）３７２６～８ 

   特別支援教育コーディネーター  芳賀 善浩（児童支援専任） 

                    新井 貴惠（個別支援学級担任） 

 

【いじめを絶対に許さない】 

 いじめ１１０番  ０１２０−６７１−３８８ 

     ３６５日 ２４時間 相談ができます 

        横浜市教育委員会 教育相談総合センター 

 

今年度は算数科を中心に授業研究に取り
組みます。毎月の学校便りで校内研究授業
を行うクラスをお知らせします。保護者の
方々も参観することができます。 

 



 ４月１６日（月）の朝から１年生が朝会に参加するため、
「１年生を迎える会」を行いました。 
 今年度初めての取組ですが、６年生を中心に会を進めま
した。６年生から１年生へメッセージや、１年生からの言
葉、全校児童が１年生とかかわれるようなレクを体育館で
行いました。短い時間でしたが、１年生の仲間入りを全校
で喜びあえた会になりました。これから、本格的に１年生
も学校の行事に参加していきます。 
  

全校児童のかかわりを深める活動として、本校では、１年生から６年生までの児童数名が１グル
ープになり、班を作る「たてわり活動」を年間を通じて行っています。来月には、たてわり班が決
まり、班で集まってみんなで遊ぶ「たてわり遊び」や「全校ハイキング」などの活動が始まります。 
今年度は、１年生のみ４クラスになりました。そこで、１年生は、各クラスを３色のグループに分

けてたてわり活動を行います。２～６年生は、１組が赤組、２組は黄組、３組は青組です。 

 

 今年度のクラブ活動（４〜６年生）と委員会活動（５・６年生）が始まりました。１回目の活動
では、どのクラブや委員会でも生き生きと自分たちのめあてや活動を決めている姿が印象的でし
た。 
今年度のクラブ活動は、卓球・マンガイラスト・一輪車・球技・バスケットボール・バドミント

ン・陸上・パソコン・アウトドア・ダンス・家庭科・体操の１２クラブ。委員会活動は、計画・放
送・集会・情報・飼育・美化・運動・図書・保健・給食・人権の１１委員会になります。これから
の活動が楽しみです。 
 

☆たてわり清掃（５月～） 
  月曜日と金曜日、たてわり班をさらに３つのグループ（ＡＢＣ）に分け、グループごとに 
 割り当てられた場所を、バディ（６年生と１年生、５年生と３年生、４年生と２年生のペア 
 ）で一緒に清掃します。上級生に続いて雑巾がけをしたり、重い机を一緒に運んだりと、協 
 力しながら活動します。 
☆全校ハイキング（５月） 予備日も雨天の場合は、校内ウォークラリーを実施します。 
  たてわり班でまとまって三ツ池公園へ出かけます。学校から三ツ池公園まで、３つのコー 
 スに分かれ、道程の安全を保護者のサポーターの方々に見守っていただきながら、全行程徒 
歩で移動します。公園内では、ＡＢＣのグループで一緒にポイントを回りながら遊んだり、 
お弁当を食べたりします。 

☆たてわり遊び（５月～）   
  ６年生が計画を立て、金曜日の朝の集会の時間を活用して、たてわりクラスやたてわり班 
で遊びます。 

☆６年生ありがとう集会（３月） 
  ５年生が中心となって、卒業する６年生へ感謝の気持ちを伝える会を計画します。集会で 
 は、各学年からのメッセージを伝えたり、ゲームをしたりします。６年生と一緒にたてわり班 
で給食を食べる予定です。 



【５月の行事予定】 

 １ 火 視力再検（６年）家庭訪問⑤ 

  ２ 水 避難訓練 視力再検（５年） 

 ３ 木 憲法記念日 

 ４ 金 みどりの日 

  ５ 土 こどもの日 

 ６ 日  

 ７ 月 朝会 視力再検（２・４年） 

 ８ 火 地区班集会 視力再検（３年） 
委員会活動 

 ９ 水 鶴大ブラッシング指導（１・２・３年） 

テストメール 

１０ 木 尿検査 全校ハイキングサポーター説明会 

１１ 金 たてわり遊び 視力検査（１年） 

１２ 土  

１３ 日  

１４ 月 朝会 水筒使用開始 

１５ 火 創立95周年記念航空写真撮影（雨天延期） 
たてわり班会議 クラブ活動 

１６ 水 耳鼻科検診（１・４年と希望者） 

１７ 木 歯科検診１年・５－３ 

学校説明会・PTA・後援会総会・まち懇 

１８ 金 全校ハイキング（予備日２８日） 

１９ 土  

２０ 日    
２１ 月 音楽朝会 １年：振替５校時なし 

教育実習（６/１５まで） 

２２ 火 尿二次検査 

２３ 水 内科（1･2･3年･4-1･4-2･5年･個別） 

２４ 

 

木 

 

佃野公園（１･２年） 代表委員会 
内科（４－３･６年） 

２５ 金 心電図（１年） 引き取り訓練 

２６ 土  

２７ 日  

２８ 月 朝会 たてわり清掃開始 歯みがき週間 
全校ハイキング予備日 

２９ 火 校内スピーチコンテスト クラブ活動  
３０ 水 ２年：しながわ水族館遠足 

１年：振替５校時なし 

３１ 木 集会（開港記念式） ６年：５校時なし 
歯科（３年・４－１・個別）  

6/１ 金 修学旅行（６年） 

 ２ 土 修学旅行（６年）６年振替休日４日（月） 

 

【５月の行事予定】 
 
<生活目標> 礼儀正しくしよう。 

 
<保健目標> 健康診断の結果を生かそう。 

 
<給食目標> 安全に運搬・配膳をしよう。 

【お知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

＜学校カウンセラー＞ 
 ５月 ８日（火）午後  １５日（火）午前 
 ５月２２日（火）午後  ２９日（火）午前 
 午前の時間  ９：００～１２：００ 
 午後の時間 １３：３０～１６：３０ 
ご希望される方は副校長までご連絡ください。 
時間等はお問い合わせください。 
 

＜学校説明会・ＰＴＡ総会・後援会総会   
まちとともに歩む学校づくり懇話会＞ 

 ５月１７日（木）に学校説明会を１５時より体育館で

行います。その後、続いてＰＴＡ総会・後援会総会を行

います。ご多用の折とは存じますが、多くの方々にご出

席いただきますよう、お願いいたします。なお、ご出席

の際には、事前にお配りするＰＴＡ総会資料をお持ちく

ださい。総会終了後、第１回「まちとともに歩む学校づ

くり懇話会」も予定しております。  

＜全校ハイキングについて＞ 

 ５月１８日(金)に三ツ池公園へ全校ハイキングに出

かけます。もし、当日の朝方に雨が降っていても時程を

遅らせて出発する場合がありますので、ハイキングに行

く準備をして来てください。なお、荷物は、水筒も入る

サイズのリュックサックが望ましいです。（学習用具は

前日に学校に置いて下校します。） 

＜学校納入金について＞ 

 第１回目の引き落とし日は、５月１５日（火）です

ので、口座の残高をご確認ください。なお、引き落と

しができない場合には、５月２９日（火）に再引き落

としを行います。また、生活保護世帯および就学援助

認定世帯の方につきましては、必ず毎年、かながわ信

用金庫窓口へご来店または電話等により連絡してくだ

さい。事務手続き料が無料となります。また、認定が

遅れた場合は、４月にさかのぼり、返金していただけ

ますので、併せてお知らせいたします。 
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