
 

 

 

 

 

 

 

 
熱中症の予防 

校長 小川 伸一 
 1 年生の植えた朝顔のつるが元気に伸びて、今にも咲きそうな勢いとなっています。また、今年は梅雨らしい

梅雨で他の学年の野菜や花も元気に育っています。 
 さて、昨年の夏は最高気温が横浜で 37.2 度と 30 年に一度の猛暑に見舞われ、夏休みの水泳教室が中止となる

日もありました。 
 今年 5 月に横浜市教育委員会より熱中症対策ガイドライン【試行版】が出され、各学校に暑さ指数（ＷＢＧＴ）

湿球黒球温度計が配布されました。また、6 月に「学校における熱中症事故防止の取り組み」の研修会も各校 2
名参加で行われました。 
 そこで、熱中症予防について地域や保護者の方にもここでお知らせいたします。 
 熱中症とは、体温を保つために汗をかき、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）の減少や血液の流れが滞るな

どして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされることにより発症する障害の総称です。 
 熱中症の症状・重症度分類 

分 類 症    状 重症度 

熱失神 めまい・失神  
「たちくらみ」という状態             体温正常  発汗あり 

Ⅰ度 
軽症 

熱けいれん 筋肉痛・筋肉の硬直  
筋肉に痛みをともなったけいれんが起こる      体温正常  発汗あり 

Ⅰ度 
軽症 

熱疲労 頭痛・吐き気・嘔吐・下痢・倦怠感・虚脱感 
判断力や集中力の低下がみられる          体温 39 度以下 発汗あり 

Ⅱ度 
中等症 

熱射病 Ⅱに症状に加え、 
意識障害・けいれん・手足の運動障害        体温 40 度以上 発汗なし 

Ⅲ度 
重症 

 暑さ指数（ＷＢＧＴ）と学校の対応の目安 
 
 
 
 
 
 
 
 
 学校では、ＷＢＧＴ計を活用して体育の授業前、校外学習の出発時、屋外活動（まち探検など）前の計測、活

動中にも気象の変化に注意しながら計測するように努めています。また、前日予報において事前に活動の変更も

考えています。 
 しかし、暑さ指数は一つの指標です。熱中症は急に熱くなる 7 月下旬から 8 月上旬に集中しています。夏前で

あっても急に暑くなると発生しています。これは、暑熱順化（体が暑さに慣れること）は気候の変化より遅れて

起こるからです。無理せず徐々に暑さに慣れさせてください。また、体調が悪い場合（発熱・下痢・疲労・寝不

足など）は熱中症を発症する確率が上がるので無理させないでください。 
 熱中症予防については、健康観察や暑さ指数の計測、緊急対応用に氷、スポーツドリンク、経口補水液の用意、

活動時間の短縮や見直しをしていますが、ご家庭でも帽子の着用、水筒の持参、体調管理のご協力をよろしくお

願いします。 
 そして、子どもたちにとって楽しい夏休みになることを願っています。 
 

 
           
       横 浜 市 立 洋 光 台 第 一 小 学 校                   EA  
            www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/yokodai1/ 
 

暑さ指数（ＷＢＧＴ数値） 学校生活を安全に過ごすために 

31℃以上  危険 体育などの運動は中止。屋内や体育館の活動は中止又は時間の短縮 
28~31℃  厳重注意 激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は原則禁止 

25~28℃  警戒 積極的に休息をとる。30 分おきに 1 回の休息とともに水分・塩分の補給 
21~25℃  注意 運動の合間に積極的に水分・塩分の補給 

７月 目標   身のまわりの 整理整頓をしよう 

令和元年度  

学 校 だ よ り  

合併号 



  
 

 

 

 

５月２９日（水）に社会科見学として、神奈川県警本部と日本新聞博物館へ行ってきました。

「自分から場所、周りの状況をみて考えて行動しよう」のめあてを立てて、「きらきら考えグリ

ーン」の姿を目指して校外学習を行いました。当日は、電車や博物館など、公共の場所でのマナ

ーを守って、周りの様子を見ながら自分たちで考えて行動しようとする姿が多く見られました。

また、警察の仕事や１１０番のしくみの話を熱心に聞いたり、新聞のしくみを調べたりと進んで

学ぶ姿が見られ、充実した校外学習を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 神奈川県警察本部・日本新聞博物館 

校外学習に行ってきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

展望台からは、横浜の景色が一

望できました♪しっかり学び、 

最後はかっこよく敬礼！ 

 「美味しいよ♪」お弁当を食べ

てパワーチャージ！ 

新聞記者になりきって学びまし

た♪ 



７月行事予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 学  校  行  事 

１ 月 委員会 

２ 火 朝会 校内授業研究会 学校カウンセラー（午後） 

学校家庭地域連絡協議会･地区別懇談会（洋一中） 

３ 水 ４年生金沢資源循環局見学 

４ 木 ＰＴＡ実行委員会 ３年図書館見学 

５ 金 たてわり集会（３，５年）、読み聞かせ（１，２，４年） 

たてわり給食 

６ 土  

７ 日 ６年生日光修学旅行 

８ 月     学校カウンセラー（全日） 

９ 火 ６年代休 

10 水  

11 木 5年日産出前授業 個人懇談 

12 金 たてわり集会（１，６年）、読み聞かせ（２，３，

５年） ルーム小中交流会  個人懇談 

13 土  

14 日 一街区夏祭り 

15 月 海の日 

16 火 音楽朝会 個人懇談 学校カウンセラー（全日）          

アルミ缶回収  

17 水 不審者侵入時対応訓練 

18 木 大掃除 個人懇談 

19 金 朝会 給食終了 

20 土 夏休み（８/２６まで）     

21 日        

22 月 ５年愛川宿泊体験学習 

夏休み水泳教室 

23 火           学校カウンセラー（全日） 

24 水  

25 木  

26 金         一丁目夏祭り・三丁目夏祭り 

27 土  

28 日  

29 月  

30 火 区水泳記録会・市水泳大会選考会（洋二小） 

31 水 区水泳記録会・市水泳大会選考会予備日 

学校カウンセラーの来校について 

青島芳子先生の来校は、2日、8日、16日、

23日です。相談がありましたら、本校児童支援

専任金子までご連絡ください。 
８３３－００１４ 

 

個人懇談について 

夏休みを前に、7月までの学習や生活の様子を

話し合ったり、夏休みの計画を立てたりする大

切な個人懇談です。全学年、担任と保護者で行い

ます。短い時間ですが、有意義な懇談となるよ

う、よろしくお願いします。 

校内授業研究会について 

2日(火) 

 3校時 1-3小堀教諭（生活） 

4校時 5-2西口教諭（総合） 

5校時 3-2関口教諭（総合） 

5校時 6-2森野教諭（音楽） 

 

 

 

今月の下校時刻変更のお知らせ 

・2 日(火) 校内授業研究会のため 

全学年５校時まで 下校２時４０分 

・11 日(木)12 日(金)16 日(火)18 日(木) 

個人懇談のため  

全学年４校時まで 下校１時４０分 

・19 日(金) 午前授業のため 
     全学年４校時まで 下校１時４０分 

夏期休業中の見守り活動について 
 本校の下校見守り活動に使用していただいて

いる「パトロール中」の腕章を、夏休み中もぜ

ひご活用ください。学校にご用のときだけでな

く、お買い物や犬の散歩などの際にもつけてい

ただけますと、犯罪抑止につながります。よろ

しくお願いします。 
 



８月行事予定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 学  校  行  事 

１ 木 夏休み（８/２６まで） 

２ 金 中央団地夏祭り 

３ 土 学校閉庁日田中町内会夏祭り 

４ 日  

５ 月   学校閉庁日   

６ 火      学校閉庁日 

７ 水 学校閉庁日 

８ 木 学校閉庁日 

９ 金 学校閉庁日 

10 土  

11 日 山の日 

12 月 山の日振替休日 

13 火 学校閉庁日 

14 水 学校閉庁日 

15 木 学校閉庁日 

16 金  

17 土  

18 日  

19 月   夏休み水泳教室（４～６年） 

20 火 夏休み水泳教室（４～６年） 

21 水 夏休み水泳教室（４～６年） 

22 木  

23 金 市水泳大会（国際プール） 

24 土    

25 日  

26 月  

27 火 授業開始 朝会 学校カウンセラー（午前） 

28 水  

29 木  

30 金 たてわり集会 読み聞かせ 総合防災訓練 

31 土  

総合防災訓練について 
 今年度の訓練は 30 日（金）に行います。震

度 5 強以上の大地震を想定し、全児童が安全

で確実に避難できるようにすることが目的で

す。今回は校庭に避難した後、第二次避難と

して教室に移動します。 

学校閉庁日について 
 学校へのご連絡等は、閉庁日終了後にお願い

します。なお、閉庁期間中は、緊急時に限り、

学校教育事務所が連絡の対応をいたします。 
 南部学校教育事務所指導主事室 
     電話 ８４３－６４０８ 

夏祭り情報 

★7 月１４日（日） 

 一街区（団地内広場）１７：００～ 

★7 月２6 日（金）２7 日（土） 

 一丁目（一丁目公園）１７：３０～ 

★７月２6 日（金）２7 日（土） 

  三丁目（三丁目公園）１８：００～ 

★８月２日（金）３日（土） 

  中央団地（サンモール広場）１６：００～ 

★８月３日（土） 

 田中（左右手公園）１７：３０～ 

9 月の主な予定 

２日(月)～６日(金) 夏休み作品展 

２日(月) 給食開始 

３日(火) 授業参観・懇談会 

（４・５・６年・第一学習ルーム） 

５日(木) 授業参観・懇談会 

（１・２・３年） 

 ２６日(木)～２７日(金) 

     第一学習ルーム区合同宿泊体験学習 

学校カウンセラー来校日 

３日(火)午後   ９日(月)全日  

１７日（火）全日   ３０日（月）全日 

8 月の下校時刻変更のお知らせ 
  27 日（火）～ 30 日（金） 

午前授業のため 全学年 １２時１５分下校 



令和元年度5月29日

学校運営費

予算費目 配当額 執行額 主な内容

報償費 252,000 14,476 授業協力者への謝礼等

消耗品費 5,845,800 6,086,003 教材教具、保健用、事務用、給食用、清掃用消耗品費

食糧費 50,000 0

印刷製本費 117,000 54,108 封筒印刷

修繕料 251,000 149,418 調理室回転釜修繕、楽器修繕、体育館マット修繕　等

通信運搬費 119,000 226,190 郵券購入、郊外行事児童交通費

手数料 60,000 154,685 図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕代等

委託料 85,000 259,200 大型ごみ処分費、機密文書裁断処理委託費

使用料及び賃借料 339,900 13,560 図書サポートソフト代金、児童タクシー移送費等

学用器具費 1,958,500 2,310,768 教材教具備品費

図書費 495,000 468,275 児童用図書購入

負担金補助及び交付金 24,000 1,400 個別支援学級設置学校長協会会費

小破修繕費

予算費目 配当額 執行額 主な内容

施設小破修繕 694,547 731,592 プール門扉・飛び込み台床修繕、排水管詰り直し修繕　他

手数料 30,000 0

校地整備用小破修繕 64,500 0

その他
予算費目 配当額 執行額 主な内容

学用器具費（コンピュータ整備） 400,000 99,600 タブレット端末購入

消耗品費（キャリア教育） 15,000 15,000 階段アート材料購入

消耗品費（よこはま学園隊助成経費） 50,000 50,000 下校パトロール腕章購入

市内備品費（学校給食） 232,200 232,200 高速度ミキサー購入

工事請負費（学区施設営繕費） 480,600 480,600 校庭両開門扉修繕費　他

工事請負費（地域交流室整備事業） 500,000 498,960 地域交流室空調設置

合計 12,064,047 11,846,035

光熱水費
予算費目 配当額 執行額 主な内容

電気 2,354,000 2,881,788 電気代

ガス 1,566,000 2,145,967 ガス代

水道　 4,620,000 4,589,874 水道代

水道　 2,035,000 2,637,357 プール用　

合計 10,575,000 12,254,986

学校運営費

予算費目 配当額

報償費 252,000

消耗品費 7,031,600

食糧費 50,000

印刷製本費 119,000

修繕料 255,000

通信運搬費 119,000

手数料 10,000

委託料 85,000

使用料及び賃借料 340,800

学用器具費 1,968,000

図書費 508,000

負担金補助及び交付金 24,000

小破修繕費

予算費目 配当額

施設小破修繕 694,547

手数料 30,000

校地整備用小破修繕 64,500

燃料費 41,000

合計 10,519,247

平成３０年度　洋光台第一小学校配当予算決算書

平成３０年度に横浜市より配当された本校の予算について決算報告いたします。

主な内容

授業協力者への謝礼等

教材教具、保健用、事務用、給食用、清掃用消耗品費

平成３1年度　洋光台第一小学校配当予算執行計画

今後とも本校の教育にご理解ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。

調理室回転釜修繕、楽器修繕、体育館マット修繕　等

郵券購入、郊外行事児童交通費

図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕代等

個別支援学級設置学校長協会会費

封筒印刷

図書サポートソフト代金、児童タクシー移送費等

灯油代

教材教具備品費

児童用図書購入

大型ごみ処分費、機密文書裁断処理委託費

校庭バスケットゴールボード修繕　他

スプリンクラー等修繕

主な内容
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