
 

 

   
 

 

 

学校だより ４月号                平成３０年４月５日発行 

             東 風    横浜市立綱島東小学校 

 

ご入学・ご進級おめでとうございます 
学校長 照沼 隆二 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

４月の行事予定 

1 日  

2 月 春季休業 

3 火 春季休業  

4 水 春季休業  新年度前日準備（6 年） 

５ 木 着任式 始業式 入学式   

６ 金 
大掃除 教科書配付 

きこえとことば開始式     

7 土  

8 日     

９ 月  

10 火 朝会（１年以外）計測５．６年 

11 水 
給食開始 聴力検査（３・５年、個別） 

はまっこオリエンテーション（午後 体育館）               

12 木 計測４年 登校班班長会議（中休み） 

13 金 計測３年   委員会活動（５・６年）               

14 土  

15 日  

16 月 
1年生を迎える会  

授業参観・懇談会 （４・５・６年）     

17 火 全国学力・学習状況調査（6年）  計測（２年） 

18 水 
朝読書（水曜朝は、読書や読み聞かせの時間） 

聴力検査１・２年 歴史博物館見学（6 年）        

19 木 歯科検診（５・６年）           

20 金 
内科検診（４・５年）   

授業参観（２・３年） 懇談会（１・２・３年・個別） 

21 土  

22 日  

23 月 
避難訓練       春の読書週間（４月２７日まで）  

尿検査（朝）      地域訪問 

24 火 
朝会  心電図検査（1 年・2 年未） 職員研修 

  

25 水 
シャッフル読書  代表委員会   読書タイム 

計測・視力（６組） 

26 木 歯科検診（４年・2 年１，２組）       地域訪問  
           

27 金 計測１年         地域訪問 

28 土  

29 日 昭和の日 

30 月 代休 

生活目標 年間重点目標・4月目標 あいさつをしよう 給食開始について 
１１日（水）から給食が始まります。1 年

生の児童にとって、小学校生活の楽しみの一

つです。 

 1 年生は、2 週間ほど PTAのボランティ

アの方に配ぜん等のご協力をお願いしてお

ります。 

 なお、本校の給食は民間委託となっており

ます（学校給食調理業務委託業者：株式会社

ＧＨＦ 旧グリーンハウス）。 

授業参観・懇談会のお知らせ 
1６日(月)に 4・5・6 年、２０日(金)に 2・

3 年の授業参観・懇談会を行います。 

１年生・個別級は１８日に懇談会のみ行

い、5 月８日（火）に授業参観を行います。 

授業参観 １３：４０～１４：２５ 

懇談会  １４：４５～１５：３０ 

懇談会（個別級のみ） １５：３０～ 

 なお、5 月以降の授業参観・懇談会につい

ては、学年便りをご覧ください。 

個人情報の取り扱いについて 
 児童・保護者から提出された書類に記された氏名・住所・電話番号・生年月日等、個人が特定できる情報は、以下の

目的にのみ使用し、他の目的に使用することはありません。 

 ◆入学・転学・進学の手続きなど法令に基づく書類の送付    ◆児童本人及び保護者への連絡 

 ◆児童の教育及び学校生活全般に関する管理・連絡及び手続き 

※学校・学級からお子様以外の個人情報が掲載された文書等が配布されることがありますが、その際は、保管や廃棄に

は十分注意し、外部に漏れることがないようよろしくお願いいたします。 

※今後、学校・学級だより、HP、および PTA からのお知らせに、お子様の日々の活動を写真掲載する予定があります。

現段階で何か御心配なことがありましたら、学校まで連絡をくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

学習ボランティアの登録について 
今年度も学習ボランティアを募集しま

す。学年や担当から出されるおたよりをご

確認の上、ご協力をお願いいたします。な

お、年間を通しての活動につきましては、

随時募集しております。 

なお、活動ごとに承諾書の提出をお願い

することになっておりますので、ご協力お

願いします。 

学習ボランティアの活動例 

◎学区探検補助◎ミシンボランティア

◎クラブ活動支援（通年） 

◎図書館ボランティア（通年）など 

上ばきの記名について 
綱島東小学校の生活のきまりとして、上

ばきに記名をすることになっています。 

この部分に、ひらがなまた

は漢字で姓と名前をはっきりと書いてくだ

さい。絵は描かないようにお願いします。 

例年、落とし物がたくさん出ますので、上

ばき以外の持ち物も記名をお願いします。 

4 月に本校の校長として着任いたしま

した 照沼隆二 と申します。子どもた

ち、保護者の皆様、地域の皆様のために、

全力で取り組む決意でございます。 

よろしくお願い申し上げます。 

在校生の皆さん、進級おめでとうござ

います。新入生の皆さん入学おめでとう

ございます。今日入学式を迎える１年生

と、新しく綱島東小学校に着任した教職

員とともに、平成３０年度の綱島東小学

校での学校生活が始まります。 

みんなの力を合わせて楽しくすばらし

い学校にしていきましょう。 

子どもたちの思いや願い、保護者の皆

様、地域の皆様の期待に応えられるよう、

教職員が一丸となって頑張ってまいりま

す。 

ご理解とご協力をいただきますよう 

何卒よろしくお願いします。 

【離退任した職員】 

校長  荻原 規彦（特別支援教育相談課） 

教諭  田尾 万里（再任用） 

教諭  松元 真一郎（退職） 

教諭  茶木 盛夫（新羽小） 

教諭  山田 旬子（いぶき野小） 

教諭  赤根 さち子（中山小） 

教諭  磯﨑 真裕（下田小） 

教諭  藤井 千鶴（退職） 

教諭  新古 純（高田東小） 

教諭  新多 隼也（退職） 

教諭  内木場 美穂（退職）  

栄養士 菅井 悦子（都筑小） 

教諭  添木 美砂子（荏田東第一小） 

教諭  斉藤 由里   

教諭  腰 麻紀      

教諭  深谷 映子     

 

 

【着任した職員】 

校長   照沼 隆二（東希望が丘小） 

主幹教諭 太田 律子（あざみ野第二小） 

教諭   川原 直美（左近山小） 

教諭   羽田 桂（新石川小） 

教諭   新井 謹子（篠原小） 

教諭   石井 一禎（あざみ野第一小） 

教諭   菅原 優子（馬場小） 

教諭   重城 利恵（東山田小） 

教諭   加藤 美和（北綱島特別支援） 

教諭   宇佐見 紗也加（荏田西小） 

教諭   乾 祐香（南太田小） 

教諭   渡邉 沙織（下野谷小） 

教諭   齋藤 肇（荏子田小） 

教諭   稲津 裕弥子 

教諭   久我 和子（南小） 

学校司書 井上 弘枝（中川西中） 

 栄養士  加藤 美貴子 

教諭   平岡 玲子  新採用 

教諭   仁田 伸寿  新採用 

教諭   佐々木 博文 新採用 

栄養士  森田 真帆  新採用 

 

 


