


           新 1 年生  保護者説明会 

                    平成 2１年 2 月４日（水） ２：３０～ 
                              コミスク会議室 
 

１． 開式の言葉 

２． 学校長の話 

３． 説明 

①  入学までの準備について 
②  入学予定者カードの記入について 
③  保健関係について 
④  学費および納入手続きについて 
⑤  入学式について 
⑥  メール配信について 
⑦  通学路について（PTA 校外委員） 
⑧  防犯について （PTA 校外委員） 
⑨  その他 

はまっ子ふれあいスクールについて 
学童保育について 

 

４． 質疑応答 

５． 閉式の言葉 

 
  

 今後、国立・私学小学校へ入学される方、または他学区へ転居する

ことになった方は、早めに学校までご連絡ください。 
 
      下瀬谷小学校   電話   ３０３―０８０３ 

 
 
 



 - 1 - 

１ 学校の概要 
（１）学校名  横浜市立下瀬谷小学校 
 
（２）所在地  横浜市下瀬谷小学校三丁目５８番地１ 電 話 ３０３－０８０３ 
                          ＦＡＸ ３０３－０８６４ 
（３）創 立  昭和５０年９月１日 
 
（４）開校記念日   １１月２日 
 
（５）学区域  瀬谷区下瀬谷一丁目 ４番地６、９、１５、１６、１７、２５～２９ 
                  ８番地 
                  １１番地から２３番地 
                  ２６番地から４１番地 
           下瀬谷二丁目  １番地から１５番地 
                  １７番地から１９番地の１～６ 
                  ３６番地から５２番地 
           下瀬谷三丁目 全域 
           南瀬谷一丁目 ４８番地から７８番地  

７９番地の１～４ 
８０番地から９１番地 

           南瀬谷二丁目 ２４番地から４４番地 
 
（６）校地および校舎 耕地面積 ８，９７３．６４平方メートル 
             校舎 ５，７６７．８ 平方メートル 
 
（７）児童数および学級数（平成２０年２月１日現在） 

  
（８）教職員数（平成２０年２月１日現在） 

   
 
 
 
 

学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 個別支援 合計 
児童数 ６３ ４２ ５０ ５８ ６７ ８５ ４ ３６９ 
学級数 ２ ２ ２ ２ ２ ３ ２ １５ 

校長 副校長 教諭 養護教諭 事務職員 技能職員

（用務） 
技能職員

（調理） 
校医 薬剤師 合計 

１ １ １８ １ １ ２ ２ ４ １ ３１ 
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（９）平成２１年度 入学予定児童数（平成２０年２月１日現在） 
 

男  ３４名   女  ２９名   計  ６３名（２学級） 
 
（１０）沿革の概要 

①創立     昭和５０年９月１日 
②創立の概要  明治２３年１１月１５日、鎌倉郡瀬谷村瀬谷小学校が創立、開校されると同時に下瀬谷

勢至道に下瀬谷分教場が設置された。 
その後、昭和１４年４月１日、鎌倉郡内１町７か村が横浜市に編入され、横浜市立瀬

谷尋常高等小学校下瀬谷分教場として昭和１９年３月まで存続し廃校となった。 
さらに、昭和３０年７月、地域の宅地開発による児童数の増加により瀬谷小学校下瀬

谷分校（現在の南瀬谷小学校）が設置された。 
その後、さらに児童数が急増したため、下瀬谷地域に新たに小学校が建設されること

になり、昭和５０年９月１日に開校の運びとなった。 
 
 ③校名の由来   古くから分教場あるいは分校の名称として親しまれてきていたこと、また、歴史的に

も古くからの地名として親しまれてきたことから「下瀬谷」をとって校名とした。 
 
 ④校章の由来  昭和５３年１１月１日 制定 
 

制作  松本 義弘（下瀬谷小学校初代校長） 
 

 中央に学問を表すペンを配し、左右に児童の限りない向上

を願い無限大の記号（∞）を図案化する。また、瀬谷の「瀬」

を中央やや下方に配することにより下瀬谷を表す。全体として

小学校の「小」の字形をかたどり、校章全体に落ち着きを与え

る。 
 
 ⑤校歌の由来  昭和５８年２月１７日 制定 
           
          作詞者 笠井 元（当時 日野南小学校長） 
          作曲者 川井 勇（元下瀬谷小学校副校長） 
 

 創立以来校歌が制定されていないため、入学式、運動会、卒業式などは校歌なしで実

施されていた。そのことを痛んでいた父母の会（元ＰＴＡ）では、昭和５７年９月校歌

作成対策委員会を発足させ、笠井、川井両氏に依頼し、昭和５８年２月１７日校歌発表

会を開催し制定する。 
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⑥学校の変遷 
 
  昭和５０年 ９月 １日 横浜市立下瀬谷小学校開校 
    ５１年 ３月１４日 教室（１５）特別教室（２）の増築完成 
       １０月２９日 プール完成 
    ５２年１２月 ９日 校庭整備完了 
    ５３年１１月 １日 横浜市下瀬谷小学校 校章 制定 
    ５４年 ４月 １日 学級増に伴う横浜市立日向山小学校 分離 
    ５８年 １月２８日 横浜市教育委員会研究協力校 特別活動研究発表 
        ２月１７日 横浜市立下瀬谷小学校 校歌 制定 
       １０月１４日 灯油ポリ容器保管庫および石油保管庫設置 
    ６０年 ４月２５日 体育館付帯設備完成 
        ７月３０日 給食優良校 受賞 
       １１月 １日 横浜市立下瀬谷小学校 創立十周年記念式典 
    ６１年 １月２４日 焼き釜庫 設置 
        ４月 １日 横浜市立下瀬谷小学校ＰＴＡ発足 
          １９日 防球ネット 設置 
       １２月１８日 個別支援学級教室改造工事 完了 
    ６２年 １月２６日 視聴覚室・放送室 改造工事 完了 
        ６月 ８日 横浜市立下瀬谷小学校区交流会発足 
        ８月１１日 給食優良校 受賞（市） 
  平成 元年 ２月 ３日 体育館施設一式 更新 
        ２月２０日 校庭整備とそれに伴う施設の新設および更新 
 （グランド、複合遊具、鉄棒、流水路、流水実験場、花壇、昆虫小屋、門扉、

体育倉庫、石灰小屋等） 
        ４月    福祉の風土つくり推進校（平成２年度まで） 
        ９月１２日 各教室及び廊下掲示板 新設および更新 

２年 ３月３０日 図書室 移設工事完了 
              コミュニティースクール工事完了 
       １１月１３日 ふれあい（学習）広場 完成 

４年 ３月１２日 音楽室 改修工事終了 
５年 ３月１０日 東門改修（給食関係通用門） 
   ９月 ２日 はまっ子ふれあいスクール開設 
６年 ４月    徳育実践推進校（平成７年度まで） 
   ９月 ６日 職員室冷房工事完了 
７年 ３月 ５日 ２０周年ひなまつりバザー開催 

１２月 ２日 横浜市立下瀬谷小学校創立二十周年記念式典 
８年 ２月２３日 体育館耐震補強工事 完了 
   ４月    障害児理解教育推進校（平成９年度まで） 
   ９月 １日 防災用ガラスフィルム貼付工事 完了 
９年 ７月２７日 体育倉庫 改築 

１２月２５日 職員室、保健室、校長室 塗装 
    １０年 ３月１２日 プール 塗装 
          ２６日 昇降口 改修工事 
        ４月    福祉・ボランティア教育推進校（平成１２年度まで） 
    １１年 １月２０日 防災備蓄庫 完成 
        ５月末   プール塗装 完成 
    １２年 ７月    給食室改築工事 開始 
    １３年       給食室改築工事 終了 
    １４年 ９月    校舎耐震補強工事 完了 
    １５年 ２月    トイレ改修工事 完了 
        ８月    校舎内壁塗装 
       １０月    理科室改修工事 完了 
    １６年 １月    生ごみ処理機 設置 
        ３月末   正門改修工事 完了 
        ８月３１日 校舎外壁塗装工事 完了 
    １７年１１月１２日 横浜市立下瀬谷小学校創立三十周年記念式典 
    ２０年 ２月    校庭整備 工事中 
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（１１）下瀬谷小学校の教育目標 
 

 
 

学校教育目標 
◎ 自分のめあてに向かって、ねばり強く取り

組めるようにします。 [自立] 
◎ 子どもたちが共に学び合い、地域社会に働

きかけていくようにします。 [共生] 
◎ 生きる喜びを持ち、生命を大切にする心を

引き出すようにします。 [生命尊重] 

下瀬谷小学校の願い 
☆ 自分のめあてに向かって、ねばり強く取り

組む子 
☆ 自分のよさ、友だちのよさを認め、共に高

めようとする子 
☆ 自他の生命を尊重し、思いやりの心を持つ

子 
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《入学のしたく》 
１ 学校で準備するもの 
 ○教科書（無料）  入学式の日に配ります。 
 ○主な学用品・副教材 

 ・国語ノ－ト  １３０円     ・おけいこ    ３５０円 
  ・算数ノ－ト  １３０円     ・探検バック   ５５０円 

 ・連絡帳    １００円     ・健康手帳     ６５円 
  ・連絡帳入れ  １３５円     ・氏名印     １８０円 
  ・みんなの歌  ３９０円      

   計  ２,０３０円（入学式当日 集金させていただきます。）  

         おつりのないようにご用意ください。 
２ 家庭で準備するもの 
 ○学用品 
  ・えんぴつ（２B の芯の軟らかいシンプルもの５本と、赤鉛筆１本） 
  ・ふでばこ（派手なものではなく、実用的なもの） 
  ・消しゴム（よく消える白いもの） 
  ・したじき（絵や字のかいていない無地、または透明なもの） 
  ・はさみ（刃にカバ－が付いているもの） 
  ・色えんぴつ（１２色） 
  ・クレパス（１２色） 
  ・つぼのり 
  ・マイネーム（油性） 
  ・油粘土 １kｇ（ケ－スに入れる） 
  ・粘土板 
 ○服装 
  ・自分で脱いだり着たりでき、活動しやすいもの 

（後ろボタンのものは避けてください。）  
  ・上ばき（見えるところに必ず名前を書いてください。） 
  ・上ばき入れ 

・下ばき 運動靴（革靴・かたいビニール靴・厚底靴などは避けてください。）   
  ・体操着  白い半袖シャツ、紺のクォーターパンツ、赤白帽子  
 ※販売日  ３月２日（月）１３：００～１５：００（昇降口） 
  ・体操着入れの袋 
   （体操着は金曜日に持ち帰り、洗濯して月曜日に持ってきます。） 

○その他 
  ・防災頭巾（別紙を参考にしてください。） 
  ・道具箱（３０cm×２４cm×６cm）以内の大きさ 
  ・給食袋（口拭き用ハンカチ、給食用手拭ハンカチ、マスク） 

 ・ぞうきん（お子さんが絞りやすい大きさや厚さのもの） 
 ・手さげ（荷物を持って帰ったり、持ってきたりするときに使います。道具箱が入るくらい   
      の大きさ。） 
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－７－ 

《入学後》 
 
１ 登下校について 
 
 ○必ず、決められた通学路を守ります。下校時は、寄り道をしません。 

○交通ル－ルを守るようにします。（信号、横断歩道、右側通行など） 
○入学式の翌日７日（火）と８日（水）は全校での地区別集団下校となります。また７日（火）

～１０（金）の４日間は地区別集団登校を行います。 
 
２ 学習について 
 

○授業内容は「学年便り」でお知らせしますので、あらかじめ準備し、学習の道具を忘れない

ようにお願いします。 
 ○音楽の学習で鍵盤ハーモニカを使います。お持ちでない方は、学校の鍵盤ハ―モニカを貸し

出しますので、吹き口を購入していただく予定です。 
 
３ 学校からのお知らせ 
 
 ○「学校便り」「保健便り」「学年便り」「給食献立表」などが定期的に配布されますので、学校

から帰ったら必ず親に渡す習慣をつけてください。また、お子さんに、内容を話してあげて

ください。 
 
４ 給食について 
 
 ○４月 日（ ）から完全給食になります。 
 ○給食当番は、週末に給食の白衣を持ち帰ります。洗濯をし、アイロンをかけて、次の週の始 
  めに持たせるようにしてください。また、白衣のボタン付け等の補修もよろしくお願いしま 
  す。 
 
５ その他 
 

 
○欠席の場合は、「連絡帳」で兄妹や近くの友達などに頼んで、必ず担任に知らせるようにして

ください。電話での連絡は、ご遠慮ください。（但し、緊急の場合のみ、電話でもよいので必

ず連絡してください。） 
○早退する場合は連絡帳でお知らせください。また、保護者の方が必ず教室まで迎えにきてく

ださい。 
○入学式の日にシ－ルをお渡ししますので、連絡帳の表紙に、連絡帳を届けてもらう人の学年・

組・氏名を書いて貼ってください。 
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領 収 書 

      平成２１年４月６日 
 
 

   第１学年保護者様 
 

２,０３０円  
但 １年生の入学準備金として、上記に正に領収いたしました。 
 
 
              横浜市立下瀬谷小学校長 
                    古川 幸子 

        

領 収 書 

         平成２１年４月６日 
 
 

   第１学年保護者様 
 

２,０３０円  
但 １年生の入学準備金として、上記に正に領収いたしました。 
 
 
              横浜市立下瀬谷小学校長 
                    古川 幸子 
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【学校納入金】 
１ 定期納入金 
○ 毎月の納入金 
 ・ 給食費   １ヶ月  ４０００円 
 ・ 学年費   １ヶ月   ６００円 
         個人で使う教材や、学級全体で使う消耗品等を購入します。 

・ ＰＴＡ会費 １世帯 １ヶ月  ３００円 
１世帯の月額 １２ヶ月分納入 
下瀬谷小学校に兄、姉が在学する場合には、上の学年より納入していただきます。 

 

２ 臨時納入金 
○ 入学時 諸費用 
○ 遠足 費用        
○ 校外学習 費用 
○ 鑑賞教室 費用     

その都度、現金にて徴収します。 
 

３ 定期納入金の納入方法 
○ 郵便局に口座を開設していただき、この口座より引き落とします。 
○ 引き落とし日  毎月 １０日 
○ １０日までに入金できなかった場合には、学校より未納のお知らせをお渡ししますので、郵便局に入金

していただければ次回引き落とされます。または、現金を副校長まで届けていただいても結構です。 
○ 引き落とし時には、一人１０円の手数料がかかります。 
 

４ 定期納入金の納入手続きの方法 
[すでに口座をお持ちの方] 
 ・ 「自動払込利用申込書」に必要事項を記入し、捺印（口座開設時のお届け印）後、入学式の日に学校

に提出してください。 
 
[口座をお持ちでない方] 

・ 口座開設時に必要な印鑑、ご住所・お名前を確認できるもの(免許証あるいは健康保険証等)を持って郵

便局に行き、「郵便貯金総合サービス利用申込書」に記入し、口座開設をしてください。 
・ 「自動払込利用申込書」に必要事項を記入し、捺印（口座開設時のお届け印）後、入学式の日に学校

に提出してください。 
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