
 

自分大好き、友達大好き、ふるさと大好き、美
び

西
にし

７
セブン

！ 

校 長 江口 和良 

４月に入ってから冬のような寒さが続きましたが、そ

のおかげで、新年度は桜の花の下で迎えることができ

ました。お子さまのご入学、ご進級おめでとうござい

ます。 

３月 15日に本校の開校と共に入学した初代生え抜き

の６年生が卒業しました。また、昨年度末には、開校

からこれまで本校の教育活動の仕組みづくりに尽力し

てきた 11名の教職員が異動あるいは退職しました。 

開校から６年という小学校の大きな節目を越え、今日から美しが丘西小学校の７年目がス

タートしました。新入生は 93名、全校児童は 730名となります。また、新たに 12名の教職

員を加え、気持ちも新たに、安全安心を第一に、楽しさと喜びに溢れる学校づくりを進めて

まいります。 

平成 31 年度を迎えるにあたり、学校では全職員でこれまでの本校の取組みを振り返り、

これから学校が目指す方向性（中期学校経営方針）と、私たちが保護者の皆様、地域の皆様

と協力して子ども達の身に付けていく力（資質・能力）を、自分らしさを表現する力・他者

の良さに気づく力とする事を確認しました。そして今年度は、自分大好き、友達大好き、ふ

るさと大好き、美西７！をキャッチフレーズに、図画工作科を中心とした職員研修（重点研

究）、挨拶があふれ誰もが認められる学校風土づくり、そのための地域や保護者の皆様と協

力体制づくり（地域協働推進）などを重点取組分野として教育活動の充実を進めてまいりま

す。（本校のこれから 3年間の方向性（中期学校経営方針）や重点的に取組む内容については、４月 26日開催の学校説明会

でご説明いたします。本校職員の紹介もさせていただきますので、ぜひご出席ください。） 

「自分が好き。友達が好き。学校や美しが丘西のまちが好き。」と言える、明るく元気な子

どもを育てるために、今年度も皆様のご協力をお願いいたします。 
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≪ありがとう6年生の会≫ 

「美西タイム」などでお世話になった６年生の卒業を祝って、縦割りグループで「ありがとう６年生の会」

を開きました。もうすぐリーダーを引き継ぐ５年生が中心になって計画を立て、グループのみんなで協力し

て楽しい会にすることができました。６年生にお礼の言葉を言ったりみんなでゲームをしたりして、給食も

縦割りグループで一緒に食べました。思い出に残る素敵な会になりました。 

 

 

≪卒業式≫ 

３月15日（金）に、第６回卒

業証書授与式が挙行されまし

た。 

145名の卒業生が美しが丘西

小学校から未来に向かって羽

ばたいていきました。とても感

動的なすばらしい卒業式でし

た。在校生代表として出席した

５年生も、卒業生からバトンを受け取り、しっかりと役目を果たしていました。 

 

≪修了式・離任式≫ 

平成30年度の修了式が行われました。校長先生が、４月からそれぞれが1

つ学年が上がることを、手作りのアニメーションを使って、分かりやすくお

話してくださいました。児童代表の５年生も、今年度をしっかりとふり返り、

次の学年への抱負を発表していまし

た。 

今回の離任式では、11人の教職員

とのお別れがありました。開校当時から本校に勤めていた方も多く、美し

が丘西小学校の土台と校風を作ってくださいました。これからも活躍され

ることを願っています。 
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４月の主な行事               ５月の主な行事 

8日(水) 眼科健診 

8日(水)～16日(木)家庭訪問・個人面談  

16日(木) 耳鼻科健診1・4年と希望者 

19日(日)～21日(火)  日光修学旅行 

23日(木) 避難訓練（不審者） 

     内科検診4･5年 

授業参観・懇談会 

新年度最初の授業参観・懇談会を行います。      

新しい学年・学級で気持ちも新たに学習に取

り組むお子さんの姿をぜひご覧になってくだ

さい。 

12日（金）１～３年 個別級 

15日（月）４～６年 

 

授業参観  １３：４５～ （５校時） 

懇談会   １４：４５～  

※個別支援級の懇談会 １５：１５～ 

懇談会では、「クラスサポーター」を選出す 

る予定です。詳しくは、PTCAから出される

プリントをご覧ください。 

 

個人面談・家庭訪問 ≪５月≫ 

 5 月 8 日(水)～16 日(木)に個人面談を 5 月

14 日(火)・16 日(木)に家庭訪問を行います。

それぞれのご家庭の場所を確認することや、

お子様のご家庭での様子をお聞かせいただく

ことなどを目的としています。家庭訪問と個

人面談のご希望をお聞きした後、実施日や時

刻をお知らせいたします。 

 

セクシャル・ハラスメント相談窓口   

 本校では、「わいせつ・セクハラ」行為防

止のため、相談窓口を設置しております。一人ひとりを大切にし、きめ細かな教育を進めてまいりますので、

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 ≪副校長：高城剛、養護教諭：金子治代、主幹教諭：三富

恵美子≫ ☎９０２－０４５１ 

 

☆今年度より、朝の時間に 15 分程度の時間を単位とした授業を取り入れていきます。各学年でそろって、

計画的に進めていきます。 

 

☆今年度の教育相談については、予定がわかり次第お知らせします。お問い合わせは、児童支援専任までお

願いします。なお、今年度も、児童支援専任は、栗本耕平が務めます。 

 

学校ホームページ http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/utsukushigaokanishi/  

 日 曜 行 事 内 容 

1 月   

2 火   

3 水 入学式新年度準備6年 

4 木   

5 金 着任式 前期始業式 入学式 

6 土   

7 日   

8 月 朝会 身体計測６年 

9 火 身体計測５年  教育相談（AM） 

10 水 身体計測４年 

11 木 身体計測３年 給食開始 委員会 

12 金 授業参観・懇談会１～３年個別級 身体計測２年 

13 土   

14 日   

15 月 朝会 授業参観・懇談会４～６年 視力検査 

16 火 身体計測1年 委員会 

17 水 １年生を迎える会３校時 

18 木 全国学力学習調査６年  内科検診2･3年個別 

19 金 避難訓練（地震） 

20 土   

21 日   

22 月 朝会 教育相談 尿検査容器配布 

23 火 美西タイム2校時 尿検査回収 聴力検査1年    

24 水 6年修学旅行説明会 

25 木 内科検診1・6年 

26 金 学校説明会・PTCA総会 火曜時程14:15下校 

27 土   

28 日   

29 月 昭和の日 

30 火   

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/utsukushigaokanishi/


平成 31年度の職員組織               「○」は学年主任 

学校長 江口 和良 副校長 高城 剛 事務職員 野村可南子 
 

個別支援級 ○川口聡子 早田 将基 織茂 佑介 杉﨑 直美 岩屋 真澄 
 

 
1年 2年 3年 4年 5年 6年 

1組 竹島 有花 ○小林 清子 ○小山英夫 ○福井 浩美 野崎 智子 ○秋元さおり 

2組 ○光永 幹子 濱田 聖矢 荒井裕有 荻原 美惠子 志賀 俊介 中澤  峻 

3組 大石 ひかる 小林 理紗 髙岸 まり 福下雄太郎 ○水本 和希 田口 友子 

4組   市川ゆき子 富永 主税  黒田 真以 

弱視学級 廣川麻理子 養護教諭  金子 治代 児童支援専任 栗本 耕平  

音楽専科 三富 恵美子 家庭科専科 米田由美子 教科担任制 惣万 幹夫 
 

栄養教諭 巴 浩子 用務員 篠田 美香 植田 浩幸   

学校カウンセ

ラー 
石原 裕之 初任研担当 保田 早苗 非常勤講師 小川 美穂 齊藤美代子 

外国語講師 エバ・ヨシザワ 国際理解 
グナラトラ    

プリーティ 
学校司書 田中 菊乃 

 

学校地域コー

ディネーター 
近藤 孝 理科支援員 ※※※ 

職員室業務 

アシスタント 
永島 正枝 

 

  栗本教諭・川口教諭は「特別支援教育コーディネーター」も兼務しています。 

「児童カード」記入について  

●提出   1年生：4月 5日(金) 配付 → 4月 10日(水) 提出締め切り 

2～6年生：4月 11日(木)配付 → 4月 15日(月) 提出締め切り 

※個別支援級のお子様は、個別級の担任に提出してください。 

●記入上の注意 

新１・３・５年生 配付する新しい用紙に記入してください。古い「児童カード」はお返しいたしますので、

ご家庭で処理をしてください。 

新２・４・６年生 「児童カード」を、一旦ご家庭にお戻しいたします。既に記入していただいている内容に

加除訂正がある場合は、赤色で記入していただいて、再度学校にご提出ください。 

 

・加除訂正がある場合   →  赤色で訂正して、提出してください。 

・大きな変更がある場合  →  新しい用紙を用意します。担任にお申し出ください。 

・変更がない場合     →  そのまま提出してください。 

 

※「児童カード」は、重要な個人情報です。カードに記入されている内容については、児童名簿作成、指導要

録記入、家庭訪問や個人面談の際の参考資料等、必要な場合以外での使用はいたしません。 

 

学校説明会およびＰＴＣＡ総会  4月 26日（金）14：30～ 本校アリーナにて 

 ≪学校説明会≫では、中期学校経営方針を基にした今年度の本校の取組についてご説明いたします。その後引

き続き≪ＰＴＣＡ総会≫を行います。皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 ４月の生活目標  気持ちよいあいさつをしよう。 
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