
          

            

        
 横浜市立都田西小学校 

 学校長 大嶋 照美 

                       【TEL 045-933-7652   FAX 045-937-0964 】          

                 

ご入学・ご進級おめでとうございます 
                               校長 大嶋 照美 

校庭の桜も満開を迎え、新年度が始まりました。校庭に喜びに溢れた子ども達の笑顔と元気な声が戻ってきま

した。お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。保護者、地域の皆様には、日頃から本校の教育活動に深

いご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。27年度もよろしくお願いいたします。去る 3月 20日 140名

の卒業生が立派に巣立っていきました。新たに 239名の一年生が入学し、横浜市でも有数の大規模校になりまし

た。子ども達が安心・安全な学校生活をおくり、健やかに成長するために保護者の皆様、地域の皆様、変わらぬ

ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。「生きる力」を土台とした「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」

「公共心」「国際社会に寄与する開かれた心」の調和のとれた育成を目指し、全教職員が一丸となって新たな気持

ちで努力してまいります。 

着任のご挨拶 

                                    副校長 山本 佐知子 

 暖かな春の日差しに包まれて桜の花が満開となりました。港北区矢上小学校から転任してまいりました

山本佐知子と申します。児童数１０００人を超える大規模校に勤務することは初めてですが、それだけ多

くの子どもたちや保護者の皆様、それを支えてくださっている地域の方々と関わることができると考える 

と、今からとても楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。  

○退職した教職員               ○着任した教職員    

武井 利治 教諭                山本 佐知子  副校長     矢上小より 

山本 頼子 教諭                黒瀬 夕里    教諭     川和小より 

○離任した教職員 大嶋 李奈    教諭     嶮山小より 

 浜名 伸明   副校長    下和泉小へ    髙本 泰行    教諭  鴨志田第一小より 

高橋 美都子 主幹教諭   茅ヶ崎東小へ    徳井 利沙    教諭  長津田第二小より 

牟田園 純子   教諭 山下みどり台小へ    松浦 慎太郎   教諭     三保小より 

緒方 悦子    教諭   東市ヶ尾小へ    髙橋 典子  養護教諭 盲特別支援学校より 

  林 順子     教諭   鴨志田緑小へ    粟田 萌   事務主事  つつじが丘小より 

  末吉 美穂  養護教諭     山田小へ    白井 りえ子   教諭    新吉田小より 

  倉田 文子   技術員    篠原西小へ    當寺ヶ盛 公子  教諭       再任用 

                          荘司 惠子    教諭       再任用 

                          山本 真由美   教諭       新採用 

小林 千紘    教諭       新採用 

                          三原 典子   技術員    川井宿保育園 

                          鈴木 香津  図書司書  

                          浦川 民子 職員室事務 

                          スズキ エレニータ IUI 

【 http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/tsudanishi/ 

】 
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授業参観・懇談会 

 ４，５，６年 ２，３年 1 年 個別支援級 

授業参観 ４/1４（火）５校時 

１３：３５～１４：２０ 

４/1６（木）５校時 

１３：３５～１４：２０ 

５/2６（火）２校時 

９：３０～１０：１５ 

５/2６（火）２校時 

９：３０～１０：１５ 

懇談会 
４/1４（火） 

１４：４０～ 

４/1６（木） 

１４：４０～ 

４/1６（木） 

１４：４０～ 

４/９（木） 

１４：４０～ 

今年度最初の授業参観・懇談会です。新しい学級での子ども達の様子をご覧ください。また、懇談会で学

級役員決めを行いますのでご出席ください。 

   

 

 

 

 

 

４月７日(火)の持ち物：連絡帳 ぞうきん うわばき 防災ずきん 筆箱 （教科書を配ります。） 

           提出書類：個人情報ファイルに下記のものを入れてください。 

（健康手帳、環境調査票、児童保健調査票、結核問診調査票(新 4 年以上) 、PTA 活動履歴カード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 学校行事等 

１６ 木 授業参観・懇談会(低) １年計測 ６年視力 

１７ 金 １年計測  

１８ 土  

１９ 日  

２０ 月 朝会(全) 個６年内科 避難訓練（予備） 

２１ 火 ６年全国学習状況調査  

クラブ①(45分） ３年聴力 

２２ 水 本の日  個３年聴力 ４年焼却工場見学 

カウンセラー午後 

２３ 木 ３、６年歯科  

２４ 金 新校舎落成を祝う会 ５年聴力 

２５ 土  

２６ 日  

２７ 月 朝会（高） 午前短縮 家庭訪問①  

５年聴力           13：15下校 

２８ 火 本の日 午前短縮 家庭訪問② 

生命安全教室 ２年聴力 

２９ 水 昭和の日 

３０ 木 午前短縮 家庭訪問③ 個２年歯科 

日 曜 学校行事等 

１ 水 春季休業～４/４ 

２ 木  

３ 金 新６年新年度準備 

４ 土  

５ 日  

６ 月 着任式・始業式 入学式 

７ 火 集団登校～１０(金)  

短縮午前授業 12：10下校 

８ 水 離任式 ６年計測 ５年視力 

９ 木 登下校安全教室 個懇談会  

５年計測 ４年視力  

１０ 金 給食開始 委員会 ４年計測 ３年視力 

１１ 土  

１２ 日  

１３ 月 １年生を迎える会 ３年計測 ２年視力 

１４ 火 避難訓練 個計測視力  

授業参観・懇談会(高) 

１５ 水 本の日 代表委員会 ２年計測 １年視力 

カウンセラー午前 

お 願 い 
学校便り等では、今年度も子ども達の活動の様子をお届けする

予定です。その際、作文（児童名あり・なし）や写真（児童名な
し）を掲載することがあります。後日、作品・写真の使用につい
て確認を取らせていただきます。なお、年度初めは多くの提出物
があります。確実に提出くださいますようお願いいたします。 
 

登校時刻について 
８時 1０分に昇降口を開

けます。８：１０～８：２０
くらいに学校に着くよう、家
を出る時刻の調整をお願い
します。 



平成 27年度         教職員担当 

 今年度の教職員担当です。どうぞよろしくお願い致します。 

学校長  大嶋 照美 副校長  山本 佐知子 

（教務主任 大村 徳子）     ○は学年主任  

学年 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 

個別支援 白井 りえ子 ○矢作 志保 新開 雅之 髙本 泰行    

１年 ○佐伯 麻理 栗城 郁子 鈴木 拓人 當寺ヶ盛 公子 松浦 慎太郎 小此木 美登理 三位 彩 

２年 木村 順一 大嶋 李奈 島田 慶一 小野塚 千祥 山本 真由美 ○徳原 泉  

３年 亀山 智子 小山 隆介 小林 千紘 ○小澤 泉 森川 佑介   

４年 朝田 紗妃 笹沼耕一郎 西上 裕也 黒瀬 夕里 ○雫石 聡子   

５年 吉村 和樹 徳井 利沙 目黒 準弥 矢吹 玲奈 ○菅原 博子   

６年 ○安部 勝志 山川 明日香 千田 恭子 渡辺 聡    

児童指導専任 齋藤 智子   スクールカウンセラー 山下 由紀子   

音楽専科 澤 由美 桑原 瑶子  図書司書 鈴木 香津   

家庭科専科 渡邉 アヤコ   初任研担当 荘司 惠子   

道徳指導 大村 徳子   職員室事務 浦川 民子   

少人数 石原 達也 山口 祐司  産休・育休 有泉 友里佳 細川 華緒 岡田 かおり 

ＩＵＩ スズキ エレニータ   吉田 奈緒 吉本 朋子  

AET ジェラルド カンデラリア   

校

医 

内科 井泉 尊冶   

養護 髙橋 典子 野口 はるな  歯科 渡邊裕二   

事務 山下 由希 粟田 萌  耳鼻科 濱田 幸雄   

栄養 小澤 緑   眼科 富永 一恵   

用務員 黒滝 正信 三原 典子  薬剤師 小泉 真早美   

 学習時間表                

 

○火曜日…クラブ・委員会がない日→1～3年は５時間授業、4～6年は６時間授業。 

○下校時刻  全校一斉下校の時は、混雑緩和のため、低学年と高学年の下校時刻をずらしています。 

短縮４時間授業…高学年１２：１０頃 低学年１２：１５頃 

５時間授業…高学年１４：３５頃 低学年１４：３５頃 

６時間授業…１５：１５頃   クラブ…１５：３５頃  委員会…１５：２０頃 

研究会や会議等で６時間授業が変更になる場合があります。また、１年生は、入学当初は時間が他の学年と異なります。学年便り
をご覧ください。 

 

曜日 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

月 5 5 5 6 6 6 

火 5 5 5 6 1/3 6 1/3 6 1/3 

水 5 1/3 5 1/3 5 1/3 5 1/3 5 1/3 5 1/3 

木 5 5 6 6 6 6 

金 5 5 6 6 6 6 

 合計 25 1/3 25 1/3 27 1/3 29 2/3 29 2/3 29 2/3 

火曜日、クラブ

ありの場合で

す。 

クラブではなく

委員会がある場

合は、4 年生は、

5時間授業です。 
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