
  

   横浜市立山田小学校               令和３年４月７日 

              学校だより   ４月号  第４１４号 

          教育目標 ： 自分がすき 友だちがすき まちがすき 進んで学ぶ 山田の子

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

 

ご入学、ご進級、心からお慶び申し上げます 
                         校長 金森 孝子 

子どもたちの登校と共に、令和 3年度の教育活動がスタートしました。

校庭では八重桜やハナミズキが満開の時を迎えていますが、ここ数日間は

花冷えです。子どもたちの元気と笑顔は、その寒さを吹き飛ばす勢いがあ

ります。 

72名の新入生を迎え、全校生は 489名となりました。依然として先行

きが不透明な中ですが、地域、保護者、学校運営協議会の方々と協働し、

学校としての役割を精一杯果たしながら、皆様と共にコロナ禍を乗り越え

ていきたいと思います。また、創立 50 周年の節目に勤務する責任と喜び

を感じながら、50周年に関わる学習を新たな教育活動に加え、学校教育目標 『自分がすき 友だちがすき ま

ちがすき 進んで学ぶ 山田の子』 の実現に一層努めてまいります。 

保護者・地域の皆さまには、50周年事業の成功と教育活動へのご理解・ご支援をお願い申し上げます。 

令和 3年度 教職員紹介            ４月 7日現在 

校  長  金森 孝子 副校長  間杉 誠 

主幹教諭： 小玉 香里(教務主任)      木村恭子(児童支援専任)（特別支援教育) 

５、６ 組 中岡 隆之 ４年１組 倉岡 祐恵  養護教諭 末吉 美穂 

 高橋 智美 ４年２組 平塚ののか  主任事務主事 靍谷 美弥 

 市村 良輔 ５年１組 田中 大祐   栄養職員 鈴木 清美 

１年１組 勝田 麗子  ５年２組 常世田佳佑 学校司書 増田 敏代 

１年２組 佐久間弥生 ５年３組 小串智恵美  職員室業務ｱｼｽﾀﾝﾄ 酒井 香織 

１年３組 矢崎 めぐみ ６年１組 渡邉 雄貴 職員室業務ｱｼｽﾀﾝﾄ 大西 伸江 

２年１組 田中 一輝  ６年２組 赤津  希 スクールカウンセラー 上田 順一 

２年２組 吉田 道子  ６年３組 榎本 隆一 用務員 飯塚  光 

２年３組 斎藤 裕美  音楽担当 阿久沢奈穂 用務員 小林 幸一 

３年１組 山本 浩司  家庭科他 小玉 香里 調理員 佐藤 節子 

３年２組 横山 綺子 理科 他 樋口 量平 調理員 古口 美幸 

３年３組 鎌田 奈津子 算数 T・T 湯川真梨 調理員 加藤 順子 

ＡＥＴ レオ ジョング IUI ムニャンガ フェルディ

ナンド フランシス 
調理員 利根川 佳子 

 ■学校への連絡について 

◇当面の間、欠席・遅刻・早退等の連絡は、次の番号に、ショートメールで 8時１０分までにお伝えください。 

 1年・2年・3年・５・６組  070-3878-7554    

 4年・5年・6年       090-9688-6947 

送信する内容：①学年・組 ②名前 ③連絡内容 

■学校の固定電話について 

◇7時 45分～1８時での連絡をお願いいたします。（その他の時間は、留守電となります）  

この番号での電話対応や返信は行いませ

ん。ご理解をお願いいたします。 



　

お知らせとお願い

授業参観
４月２２日（木）４月２３日(金）

感染症拡大防止対策をとりながら授業参観を行います。 来校して、ぜひお子さんの様子をご覧く

ださい。 詳細につきましては、後日配付するお知らせに記載してあります。当日は、保護者の方も健康

観察をしていただき、提出していただきますようお願いいたします。

定期健康診断 ４月１２日（月）～

12日から定期健康診断を行います。日程をご
確認の上、準備をお願いします。
①発育測定・内科検診…体育着を着用します。
②歯科検診…歯磨きを忘れずに。
③視力検査…眼鏡(金）・コンタクト使用者は持参
を。
④尿検査…５／２８回収（全学年）

【重要】提出物

①学校家庭連絡票
②児童保健調査票
③健康手帳
④眼科保健調査票
⑤あゆみホルダー（２年生～６年生）
※年度末にお渡しした封筒に入れて４月１２日
（月）
までに担任までご提出ください。

メール配信登録
８日（木）8:30 ～１２日（月）22:00

今年度もメール配信システムを使って情報を配
信します。８日から１２日の間に、登録してくださ
いますようお願いいたします。１６日にテストメー
ルを配信します。詳しくは、配付されるプリントを
ご覧ください。

学校での写真・ビデオ撮影について

本校では、入学式・卒業式・運動会以外での
写真・ビデオ撮影をご遠慮いただいております。
子どもたちが、集中して学習に取り組めるよう
ご協力をお願いします。

「セクシュアル・ハラスメント」
相談窓口について

◇児童に対する行為に関する相談担当
養護教諭 末吉 美穂

◇教職員に対する行為に関する相談担当

副校長 間杉 誠

◇その他、教育センターの一般教育相談も、

セクハラ相談窓口として利用できます。

教育総合相談センター（一般教育相談）

TEL ６７１－３７２６

令和３年度教室配当



新６年生登校日

7 着任式　始業式
短 入学式
8 大掃除
短 登校班班長指導 

朝会　発育測定（６年）
給食開始　カウンセラー来校P.M
発育測定（５年）　
委員会活動(４月分）
発育測定（４年）
　
発育測定(３年）　　カウンセラー来校A.M
避難訓練（地震）
発育測定(２年）　

朝会なし　発育測定(１年）　
避難訓練予備日　
発育測定(個別）　
クラブ活動
代表委員会
心電図検査（1年）　
聴力検査（３年）　授業参観
カウンセラー来校P.M
授業参観
子ども読書の日　市民読書の日 

朝会
聴力（２年）　１年生を迎える会
聴力検査（１年）　市学力状況予備調査（1日目）
委員会活動（5月分）　
視力検査・聴力検査（個別）
市学力状況予備調査（2日目）
昭和の日

４月の行事予定 教職員異動のお知らせ

1 木

2 金

6 火

水

木

3 土

4 日

5 月

9
短

金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

30 金

27 火

28 水

29 木

離任した教職員
副校長 稲冨 陽子

（横浜市立上山小学校へ）

主幹教諭 市川 由紀子

(横浜市立もえぎ野小学校へ 副校長に昇任)

教諭 田代千佳子

（横浜市立 帷子小学校へ）

学校調理員 作山 信行

（横浜市立川和小学校へ）

学校調理員 土橋 直樹

（横浜市立山下みどり台小学校へ）

着任した教職員
副校長 間杉 誠

（横浜市立山内小学校より）

教諭 矢崎 めぐみ

（横浜市立箕輪小学校より）

教諭 湯川 真梨

（横浜市立市ヶ尾小学校より）

学校調理員 佐藤 節子

（横浜市立池上小学校より）

学校調理員 古口美幸

(横浜市立恩田小学校より)

学校調理員 利根川 佳子

（青葉区すすき野保育園より）

IUI ﾑﾆｬﾝｶﾞ ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝﾄﾞ ﾌﾗﾝｼｽ

【重要】提出物

①学校家庭連絡票
②児童保健調査票
③健康手帳
④眼科保健調査票
⑤あゆみホルダー（２年生～６年生）

※年度末にお渡しした封筒に入れて４月１２日（月）
までに担任にご提出ください。


