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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 

 

「これからの とよおかオリンピック（運動会）」 

校 長  松本  稔  
 令和時代最初のとよおかオリンピック（運動会）が9月28日（土）に天候に恵まれ、 
予定通り実施することができました。前回の学校便りの内容通りの「学校力」に支えら 
れたオリンピック（運動会）と強く感じることができました。 
 ＰＴＡ組織をはじめ保護者の皆様、「お父さんの会」「青少年指導員」「スポーツ推 
進委員」「地域各自治会」等、学校と密接な連携をとりながら実施することができた学 
校行事であったと思います。 
心配されていた熱中症対策のために児童席にテントを張ったことにつきましては、保 

護者の皆様からのアンケートにおいてもご好評をいただきました。太陽の傾きに合わせて児童席を移動させるなど難しい面

もあり、今後の課題ですが、各地域の自治会、近隣校にテントを提供していただいたことに、心より感謝申し上げます。 
ありがとうございました。 
実施後のアンケートから、地域の方々を含め保護者の皆様から200件前後の貴重なご意見をいただきました。歴史と伝統

のある豊岡小学校のオリンピック（運動会）を終えて、今後どのように改善し、さらに進化させていくべきなのかを考える

ための参考といたします。 
それらの中で、我々教職員への励ましの言葉、子どもたちの演技や競技から感動されたお気持ちなど、温かいお言葉をた

くさんいただきました。本当にありがたい限りです。さらには、教職員の水分補給を心配するお声には、心が温まりました。

明日の教育活動へのエネルギーとなります。我々の教育活動で大切にしている異学年との関わり合いについても、ご感想を

いただきました。高学年の児童が低学年の面倒を見ている様子や係活動で活躍する様子を見て微笑ましく感じられていたよ

うです。これからも大切にしていきたいと考えます。 
ご意見の中で、今後、計画や運営をする上で参考にさせていただくご意見として、演技や競技の安全性、内容やルール、

進行の時間設定、写真の販売、会場設定、参観者のマナーなどについていただきました。時間をかけ慎重に検討する必要の

あることばかりです。 
とよおかオリンピック（運動会）は、「全校児童が主体的に参加できること」「互いに励まし合えること」「心身ともに

育てられること」「異学年を始め保護者や地域社会と関わり合えること」を主な目標としている学校行事です。 
今後とも子どもたちの健やかな成長と輝く笑顔のために、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
 

お  知  ら  せ 
神奈川県教育委員会が主催する、令和元年度 神奈川県学校保健・学校安全・学校給食表彰式に学校代表として 

参加いたしました。このたび本校の学校保健活動の中で、歯科保健活動 
および指導内容とその成果が認められ、県内で４校が歯科保健優良校と 
して表彰を受けました。 

  学校保健委員会の取り組み、年間２回の学校歯科医 吉田礎久先生の 
健康診断とご指導、養護教諭による個別指導など幅広い観点からの評 
価をいただき「歯科保健優良校」として表彰を受けました。 
 今後ともご家庭でのご理解とご協力をお願いいたします。 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

１０月１０日、体育館にて、防犯教室、サイバー教室

が行われました。鶴見警察署から警察官の方や少年補導

員の方をお招きして、講話をしていただきました。万引

き防止教室では、してよいこととしてはいけないことを

判断すること、正しいことを行おうとする気持ちをもつ

ことの大切さを学びました。サイバー教室では、私たち

の生活に身近なインターネットを介した情報は、大人も

子どももしっかりと判断をして利用する必要があること

を学びました。子どもたちも、身近なこととして受け止

めて真剣に耳を傾けていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴見区個別支援学級宿泊体験学習 

 
 

１０月２５日に、「ふれあい給食」を行いました。今年も

たくさんの地域の方々にお越しいただきました。クラスごと

に歌や演奏、とよおかオリンピックでのダンスなどを発表し

たり、クイズを企画したりして歓迎会を行いました。子ども

たちは、楽しく会食したり、豊岡小学校の日常や行事の様子

を紹介したりして、たくさんのお話ができました。子どもた

ちにとっても、普段はなかなかお会いできない地域の方々を

身近に感じることができ、楽しい時間を過ごすことができま

した。お見送りの際には、子どもたちにやさしく声をかけて

くださっていました。 

ふれあい給食 

防犯教室・サイバー教室 

10 月 16 日・17 日の 2 日間、「みんなで楽しく、なかよく過

ごす」のスローガンのもとに三浦へ宿泊学習に行きました。1 日

目は、油壷マリンパークでイルカ・アシカショーを見ました。音

楽に合わせてジャンプするイルカや、楽器を演奏したり、芸をし

たりするアシカを見て、子どもたちは喜んでいました。2 日目

は、ソレイユの丘に行きました。「おもしろ自転車」では、様々な

自転車をこぎ、コースを回って楽しみました。「芝そり」では、そ

りに乗って丘の上から素早く下り、楽しそうに滑っていました。

2 日間を通して、子どもたちは一回り大きく成長し、楽しみなが

ら仲を深めることができました。 

 

 

 

 

 



 10 月 21 日、4 年生は音楽朝会で、「ふるさと」の合唱

を発表しました。息を吸うタイミングに気を付けながら、音

楽の授業や朝の会の時間を使って、一生懸命に練習してきま

した。発表当日は、子どもたちの合唱の前に、1 組担任がフ

ァゴットでソロを奏でた特別バージョンで、綺麗な歌声を響

かせました。 

 
 
 

小学校６年生、中学校３年生を対象に平成３１年

４月に実施した全国学力・学習状況調査結果がま 

とまりました。この調査結果を踏まえ、児童一人ひ

とりの力をつけることに引き続き取り組んでまい 

ります。詳細は、ホームページをご参照ください。 

教科学習状況調査結果 平均正答率    

本年度よりＡ・Ｂの区別がなくなりました。 

 国語 算数 

豊岡小 ７１ ７６ 

横浜市 ６３ ６９ 

神奈川県 ６１ ６７ 

全国 ６４ ６７ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０月２４日、１年生は野毛山動物園へ遠

足に行きました。園内をグループに分かれて

見学したり、各ポイントの動物クイズの答え

を見つけたりしました。動物とのふれあいタ

イムで、モルモットやニワトリを撫でている

子どもたちの表情が、にっこり笑顔でとても

かわいかったです。 

初めての電車でのお出かけでしたが、車内

のマナーも小学生としてがんばっていまし

た。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

全国学力学習状況調査結果 

３年 味の素・東芝未来科学館見学 １年遠足 野毛山動物園 

音楽朝会 ４年生 

１０月２３日、３年生は味の素工場と東芝

未来科学館に行きました。味の素工場では、

だしのできるまでを見学した後、だし入りの

味噌汁やおにぎりの試食をして、うま味のよ

さを感じていました。東芝未来科学館では、

液体窒素を使ったサイエンスショーを楽し

んだり、昔の道具を見学したりと盛りだくさ

んの体験となりました。 



【１１月の行事予定】 

１ 金 集会 クラブ活動 

２ 土  

３ 日 ＜文化の日＞ 

４ 月 振替休日 

５ 火 朝会 歯みがき週間（～１０日） 

不審者対応避難訓練 委員会活動 

６ 水  

７ 木 市体育大会（６年） 

８ 金 集会（図書委員会） 

９ 土 鶴見区総合展（～１１日） 

１０ 日  

１１ 月 朝会 子ども安全・安心の日 

１２ 火 ＰＴＡカルビースナックスクール 

１３ 水 鶴見区一斉授業研究会（13：00下校） 

１４ 木 就学時健診（13：15下校） 

１５ 金 集会（たてわり遊び） 

こころの劇場（６年） 

１６ 土  

１７ 日  

１８ 月 クリーンナップ活動 代表委員会 

１９ 火 朝会（区音楽会出場児童発表） 

クラブ活動 区音楽会（３年）  

２０ 水 市体育大会予備日 

２１ 木 小中合同授業研究会  

２２ 金 集会  

２３ 土 ＜勤労感謝の日＞ 

２４ 日  

２５ 月 朝会 からだいきいき週間（～２８日） 

２６ 火 区球技大会（５年） 

２７ 水 校内授業研究会 

２８ 木 歯科検診（１年・２年・個別） 

学校保健委員会（14：05下校） 

２９ 金 集会（たてわり遊び） 

区球技大会予備日 

３０ 土  

＜１２月上旬の主な予定＞ 

 ４日（水）市一斉授業研究会（13時下校） 

      ※４年３組は、授業のため15時下校 

 ５日（木）４年３組は、振替で６校時なし 

７日（土）生活・総合フェスティバル 

 ９日（月）届け出による休業日 

【１１月の生活目標】 

＜生活目標＞ 進んで仕事をしよう 
＜保健目標＞ 姿勢をよくしよう 
＜給食目標＞ 手際よく準備と片付けをしよう 

【お知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜学校カウンセラー＞ 
１１月 ５日（火）午後 １２日（火）午前 
   １９日（火）午後 ２６日（火）午前 
ご希望される方は副校長までご連絡ください。 

＜特別時程＞ 
１１月は、下校時刻が変更になる日が多くあります

ので、ご留意ください。 
①１１月１３日（水）＜鶴見区一斉授業研究会＞ 

１３：００までに下校 
②１１月１４日（木） ＜就学時健診＞ 

１３：１５までに下校 
③１１月２８日（木） ＜学校保健委員会＞ 

１４：０５までに下校 
  
 
＜校内授業研究会＞ 
○１１月２７日（水）（算数科） 

  ４校時（１１：２５～） 

   ２年３組 三木級  ４年３組 谷本江級 

  ５校時（１３：３５～） 

   ３年１組 谷本泰級 ５年３組 藤井級  

   

＜はみがき週間＞ 
１１月５日（月）より１０日（日）まで、歯みがき

週間となります。この機会に、ご家庭でも歯みがきの

大切さについて話題にしていただけると幸いです。 
・取り組み内容は３点です。 
① 給食後のブラッシング 

持ち物：歯ブラシ・コップ 
② はみがきしらべカード 

お子さんと保護者１名分の歯垢染めだし剤を配布

します。錠剤には、乳糖が含まれています。アレル

ギーのある方は、担任へお知らせください。 
③ はみがきカレンダー 
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