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校 長 江口 和良 

まるで最近の騒ぎを知らぬかのように、正門

から校舎に続くプロムナードに桜の花がきれ

いに咲いています。お子さまのご入学、ご進級

おめでとうございます。 

昨日、令和２年度第８回入学式を行いました。

入学式は６年間の小学校生活のスタートとな

る最も大事な儀式です。ですから毎年、教職員

だけでなく、保護者や御来賓の方々、そして在

校生代表の２年生が参加してきました。入学する１年生をみんなで一緒になってお祝いする、

それが入学式なのです。しかし、昨日は１年生と私達教職員、そして保護者は各ご家庭から１

名のみが参加する式となりました。世の中すべてがコロナウイルス感染症予防の対応をしてい

る中、仕方がない事だとわかっていますが、１年生の皆さんや保護者の皆様には、本当に申し

訳ない気持ちでいます。 

本日は着任式・始業式をテレビ放送で行いました。子ども達が楽しみにしている担任等の発

表も簡素化して行いました。コロナウルス感染症の予防のため、明日から再び臨時一斉休業と

なります。私達教職員にとっても初めて経験する厳しい状況が続いていますが、まずは子ども

達の安全な生活と健全育成を優先し、今年度も、自分大好き、友達大好き、ふるさと大好き、

美西８！をキャッチフレーズに、楽しさと喜びに溢れる学校づくりを進めてまいります。「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。 

 

 

横浜市立美しが丘西小学校     令和２年度第１号  令和 2年４月７日 

 学 校 だ よ り 

※新型コロナウイルス感染症の影響により行事予定は、変わる可能性があります。 

特に、4 月から 7 月に予定されている校外学習や宿泊を伴う体験学習は、9 月以

降に延期（場合によっては中止も視野に入れながら）調整を進めています。 

※学校からの情報は、配布物やメール配信、学校ホームページ等でお知らせします。 



 

卒業式 
３月19日（木）に、第７回卒業証

書授与式が挙行されました。 

156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。新型コロナウイルス

の影響で、卒業生と教職員、ＰＴＣ

Ａ代表1名という形ではありました

が、感動的なすばらしい卒業式でし

た。 

 

修了式・離任式 
令和元年度の修了式・離任式が行

われました。 

初めに、19日に卒業した卒業生からのビデオメッセージを見ました。

その後、校長先生が、もうすぐそれぞれ1つ学年が上がることを、ユニ

フォームに例えてお話してくださいました。 

離任式では、今年度、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。離任された先生方が、

これからも活躍されることを願っています。 

 

令和元年度末異動者  

 

副校長     高城 剛 日吉南小（副校長） 

個別支援学級担任 川口 聡子 茅ケ崎台小（副校長） 

事務職員 野村 可南子 茅ケ崎中（事務長） 

（北部学校教育事務所教育総務課担当係長兼務） 

教諭     福井 浩子 鴨志田第一小 

教諭     中澤 峻 下郷小 

教諭     小山 英夫 つづきの丘小 

教諭    市川 ゆき子 長津田小 

教諭     保田 早苗 つづきの丘小 

用務員     篠田 美香 十日市場小 

学校司書 田中 菊乃 東京都職員 

海外派遣 渡辺 周也 すみれが丘小 

 

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



※新型コロナウイルス感染症の影響により行事予定は、変わる可能性があります。 
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個人面談・家庭訪問 ≪５月≫ 

 新型コロナウイルスの影響でどうなるか分からないで

すが、今のところ、5 月 8 日(金)～15 日(金)に個人面談

を5月14日(木)・15日(金)に家庭訪問を予定しています。

それぞれのご家庭の場所を確認することや、お子様の家

庭での様子を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：中村 英治、養護教諭：金子治代、 

主幹教諭：三富恵美子≫  

☎９０２－０４５１ 

 

 

※今年度より、朝モジュールの回数は、週3回になり

ます。（朝モジュールとは、1時間目が始まる前の 15

分の時間帯での学習で、モジュール3回で授業1時間

分とします。） 

 

 

※4 月中に予定されていた授業参観・懇談会や学校   

説明会・ＰＴＣＡ総会などは、コロナウイルスによる

感染症拡大防止の観点から、中止させていただきます。 

 

※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/  

 

 ４月の生活目標  気持ちよいあいさつをしよう。 

 

日 曜 行事予定 

1 水  

2 木  

3 金  

4 土  

5 日  

6 月 入学式  

7 火 前期始業式 着任式 

8 水  

9 木  

10 金  

11 土  

12 日  

13 月  

14 火  

15 水  

16 木  

17 金  

18 土  

19 日  

20 月  

21 火 ＴＶ朝会  

22 水  

23 木 避難訓練（地震） 

24 金  

25 土  

26 日  

27 月   

28 火  

29 水 昭和の日 

30 木  

感
染
症
予
防
に
よ
る
臨
時
休
業 

５月の主な行事 

8日(金)～15日(金))家庭訪問・個人面談  

14日(木) 歯科健診2・5年 

21日(木) 歯科健診3・6年 

 

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


令和２年度の職員組織               ○は学年主任 

学校長 江口 和良 副校長 中村 英治 事務職員 村野 由佳 
 

個別支援級 ○黒田 真以 富永 主税 杉﨑 直美 廣川麻理子 森尾 浩輝 
 

 
1年 2年 3年 4年 5年 6年 

1組 小林 政子 織茂 佑介 続橋 有花 ○秋元さおり 〇志賀 俊之 福下雄太郎 

2組 ○水本 和希 ○光永 幹子 野田 円馨 濱田 聖矢 中島 恵那 〇髙岸 まり 

3組 荒井 裕有 森下 千枝 ○小林 清子 村川 友梨 大石ひかる 早田 将基 

4組    野崎 智子 荻原美惠子  

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 三富恵美子 家庭科 坪川恵理子 教科担任制 惣万 幹夫 
 

栄養教諭 巴 浩子 用務員 植田 浩幸 酒巻 和子   

学校カウンセラー 石原 裕之 非常勤講師 岩屋 真澄 小川 美穂 齊藤美代子 
 

外国語講師 
クリス・サン

トス 
国際理解 

ナカシオ・ジュ

ディ 
学校司書 斎藤奈穂子 

 

職員室業務 

アシスタント 
永島 正枝 理科支援員 未定 

学校地域コー

ディネーター 
近藤 孝 久米田智子 

 栗本教諭・富永教諭は「特別支援教育コーディネーター」も兼務しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により行事予定は、変わる可能性があります。 

特に、4月から7月に予定されている校外学習や宿泊を伴う体験学習は、9月以降に

延期で（場合によっては中止も視野に入れながら）調整を進めています。 

※学校からの情報は、配布物やメール配信、学校ホームページ等でお知らせします。 

令和２年度着任者 
 

令和２年度 氏名 令和元年度 

副校長 中村英治 桂小（副校長） 

教諭 中島恵那 すすき野小 

事務職員 村野由佳 三保小 

教諭 村川友梨 三保小 

教諭 森下千枝 上山小 

教諭 小林政子 新鶴見 

教諭 森尾 浩輝 川崎市 

教諭 野田円馨 新採用 

用務員 酒巻和子 谷本中 

学校司書 斎藤奈穂子 新採用 
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