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 木々の葉の新緑と肌に当たる風の温かさに春を感じます。 

豊岡小学校に着任して１か月。毎朝、校門で交わす挨拶で子どもたちから元気をもらっています。本当にさわ

やかに、目と目を合わせて、元気よく挨拶ができる子どもたちだなと感じています。 

始業式の時と入学式の時に、子どもたちに共通した内容のこんなお話をいたしました。 

＜入学式で＞ 

毎日、元気に学校に登校してきてください。 

元気だと、しっかりと挨拶ができます。 

元気だと、外で思いっきりに遊ぶことができます。 

元気だと、いろいろな活動を頑張ることができます。 

＜始業式で＞ 

今日入学する１年生に挨拶のお手本、外で元気に遊ぶお手本、 

いろいろな活動を頑張るお手本を見せてあげてください。と…。 

さらに、元気だと、 

「人にやさしくできます。」 

「我慢もできます。」 

「つらいことがあっても乗り越えることができます。」 

このお話をしっかり聞いてくれたためでしょうか、本当に毎朝、元気な声で挨拶をしてくれます。 

 

さらに、月曜日の朝、校門でとてもうれしい言葉を返してくれた、男の子がいました。その時の会話です。 

 （校長） 「おはようございます。」「今日は、体育館で朝会があります。」 

 （男の子）「ありがとうございます。」 

 返してくれた言葉が、あまりにも自然で、私は元気をもらいました。 

 早速、その日の朝会で、男の子が返してくれた「ありがとう」の話をしました。 

 「ありがとう」という言葉のおかげで元気が出ます。そして「ありがとう」を言うと元気になります。 

 「ありがとう」という言葉は、人を元気にするし、自分も元気になる「魔法の言葉」だと思います。 

 入学式と始業式に話したことからつながって、魔法のことば「ありがとう」がたくさん聞くことができる、誰 

もが元気で安心して豊かに学ぶことができる「豊岡小学校」であるために、これからも大切にしていきたいと思 

い、お話をいたしました。 

 ご家庭では、元気の源、早寝、早起き、朝ごはんが大切です。そして、元気に笑顔で送り出していただければ

幸いです。今年度も全力で教育活動に取り組みます。ご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。 

 

いつもきれいに花が咲いています。

日々のお手入れと水やりに感謝です 

「ありがとうございます」 

きれいなお花からも元気をもらえます。 

 



 

 豊岡小学校では、いつ起こるかわからない災害に備えて、年間を通して計画的に訓練や安全指導
を行っています。今年度は、８月３０日（金）に、総合防災訓練と兼ねて引き取り訓練を行います。
引き取り訓練は、地震、台風や大雨などの自然災害が発生した際、また、地域で事件が発生した際
に、児童を確実に保護者のもとに引き渡すための訓練です。避難訓練は、様々な状況を想定して訓
練を行います。 
今年度は、次のような想定での訓練を行います。 
・地震による避難訓練 ・火災による避難訓練 ・交通安全教室 ・地震発生後の火災による訓練  
・不審者侵入による避難訓練 ・総合防災訓練 ・引き取り訓練 ・サイバー教室 等 

 

   

 横浜市内に各種警報等が発表された場合に、児童の安全を確保するための学校の対応について
は、連休明けに改めてお知らせを配布します。それまでは、配布済みの学校インフォメーションの
冊子をご参照ください。また、お知らせ配布後は、学校ホームページの情報も更新予定ですので、
そちらでもご覧いただけます。 

 

        

 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９日（火）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。 

 ◆セクシュアル・ハラスメント相談窓口・特別支援教育に関する相談窓口 

    校内窓口担当 養護教諭   渡邊 恭子（特別支援教育コーディネーター） 

児童支援専任 芳賀 善浩（特別支援教育コーディネーター） 

   教育総合センター 電話番号 ６７１－３７２６ 

            （月～金 ９：００～１７：００） 

今年度も、昨年度に引き続き、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。 

 

【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 



 ４月２２日（月）の１校時に全校が体育館に集い、「１年生を 

迎える会」を行いました。 

２年生から６年生まで、それぞれの学年からのプレゼントや出 

し物が披露され、はじめのうちは少し緊張した様子の１年生も、 

豊岡小の一員となった喜びで笑顔を見せていました。 

短い時間でしたが、１年生の仲間入りを全校で喜び合えた会と 

なりました。 

 

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。まもなく、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、２年生のみ４クラスになりました。そこで、２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、希望をもって、活動への意欲を語る子どもたちの姿が見られました。 

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・文化の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委員会です。これからの活動
をご期待ください。 

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

☆たてわり清掃（６月～） 
  週に２回（月曜と金曜）たてわり班をさらに３つのグループ（ＡＢＣ）に分けて、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、協力しながら活動します。 

☆全校ハイキング（６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。 

☆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 水 天皇の即位の日 

 ２ 木 国民の休日 

 ３ 金 憲法記念日 

 ４ 土 みどりの日 

  ５ 日 こどもの日 

 ６ 月 振替休日 

 ７ 火 視力再検２・３・４年 

 ８ 水 内科検診１・２・３・６年・個別 

 ９ 木 視力再検５・６年 避難訓練 

１０ 金 地区班集会 

１１ 土 （鶴見中学校土曜参観） 

１２ 日  

１３ 月 朝会 水筒使用開始 

視力検査１年・個別 

１４ 火 尿検査 委員会活動 

１５ 水 耳鼻科検診（１・４年と希望者） 

１６ 木 眼科検診 ３～６年:６校時なし 

学校説明会・PTA・後援会総会・学校運営協議会 

１７ 金 集会 

１８ 土  

１９ 日  

２０ 月 音楽朝会 子ども会議（６年） 

代表委員会 教育実習（６/１４まで） 

２１ 火 ごみ焼却工場見学（４年） クラブ活動 

２２ 水  

２３ 木 歯科検診４年・3－1・3－2・5－3 

生活科学習佃野公園（１･２年） 

２４ 金 たてわり遊び ６年:５・６校時なし 

２５ 土 修学旅行（６年） 

２６ 日 修学旅行（６年） 

２７ 月 ６年振替休日 

２８ 火 ６年振替休日 

２９ 水 尿二次検査 

しながわ水族館遠足（２年） 

３０ 木 校内スピーチコンテスト 

校内重点研授業研究会 3～6年:６校時なし 

３１ 金 集会（開港記念式） 心電図（１年） 

全ハイサポーター打ち合わせ 

6/１ 土  

 ２ 日 開港記念日 

 ３ 月 朝会 歯みがき週間 たてわり清掃開始 

 

【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 ７日（火）午後  ２１日（火）午後 

 ５月２８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   

学校運営協議会＞ 

 ５月１６日（木）１５時より学校説明会を体育館で行

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「学校運営協議会」も予定し

ています。  

＜校内重点研算数科授業研究会（公開授業）＞ 

今年度も算数科の研究を進めていきます。保護者の参

観もできますので、ぜひ、お越しください。 

５月３０日（木）４校時（１１：２５～） 

         ・３年３組 小林級  

         ５校時（１３：４０～） 

         ・４年３組 橋本級  

＜学校納入金について＞ 

 第１回目の引き落とし日は、５月１０日（金）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２７日（月）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。 

 今年度は、６年生修学旅行費用も同時引き落としに

なります。 
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