
    

【【【【本校本校本校本校 WebWebWebWeb サイトサイトサイトサイトよりよりよりより】】】】    

<<<<トップページトップページトップページトップページ>>>>    

創立創立創立創立４０４０４０４０周年周年周年周年    

 柳橋小学校は、昭和４８年に生まれました。 

開校式は昭和４８年４月３日、 

開校祝賀記念式は昭和４８年５月１５日でした。 

 

※開校祝賀記念式の日を開校記念日としています。 

記念事業の一環として、６月１３日に航空写真を撮影しました。 

デザインは子どもたちから募集しましたが、 

お祝いの気持ちがよく表れています。 

 

 

 



<<<<学校生活学校生活学校生活学校生活ののののページページページページ>>>>    

2012.09.06. 2012.09.06. 2012.09.06. 2012.09.06. 創立創立創立創立４０４０４０４０周年周年周年周年    

パネルパネルパネルパネル発見発見発見発見    

登校指導がありました。 

子どもたちは、ルールを守って安全に気をつけて登校していました。一部に路側帯をはみ出たり左右を

確認しないで道を横断したりする場面が見られましたが、指導されるとすぐ直していました。 

登校時刻の確認や、不審者への注意も、昼の放送で行いました。 

校門を入ると、子どもたちは、校舎に創立４０周年のパネルが張り出されているのを見つけました。 

  

改めて創立４０周年だということを意識し、運動会の練習にも熱が入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.09.12. 2012.09.12. 2012.09.12. 2012.09.12. 児童会活動児童会活動児童会活動児童会活動    

今年度今年度今年度今年度テーマテーマテーマテーマ    

今年度の児童会は、 

「あいさつするほど仲良くなれる 明るい笑顔の柳橋」をテーマにして活動をしています。 

本校は、地域の方々に支えられて創立４０周年を迎えることができました。 

活性化会議の事業にもあいさつ・声あけ運動がありますが、あいさつでつながる地域があるからこそ、

子どもたちが安心して生活できます。 



校内のことだけでなく、日頃、見守り活動をはじめ、いろいろな場面で支えてくださっている地域の方々

にも、子どもたちから感謝の気持ちをこめてあいさつができるとよいと思います。 

 創立４０周年ポスター 

  昇降口前の掲示   

 

  

  

 

児童会では、年間のテーマの外に、各行事ごとにスローガンを作って取り組んでいます。 

創立４０周年記念運動会のスローガンは、「あきらめず、心を一つに燃え上がれ!!」です。 

このスローガンのもと、たくましく成長する子どもたちの姿を、地域の方々も是非ご覧ください。 

 



2012.09.22. 2012.09.22. 2012.09.22. 2012.09.22. 創立創立創立創立４０４０４０４０周年記念周年記念周年記念周年記念    運動会運動会運動会運動会    

あきらめずあきらめずあきらめずあきらめず    心心心心をををを一一一一つにつにつにつに    燃燃燃燃ええええ上上上上がれがれがれがれ！！！！！！！！    

創立４０周年記念運動会が行われました。 

各学年とも、暑い日が続く中でも一生懸命練習した成果が現れ、 

４０周年の記憶に残る運動会となりました。 

   

会場 準備運動 ８０ｍ走（３年） 

   

みてみて☆こっちっち（１年） 大玉コロコロ（２年） １００ｍ走（５年） 

   

宇宙(そら)！みつけた（４年） ダンシングたまいれ（１年） ５０ｍ走（２年） 

   

花笠音頭 2012（３年） １００ｍ走（６年） 足も心もそろえて（４年） 



   

これからの僕たち 

～共にあゆもう～（５年） 

低学年リレー（１～３年） 騎馬ってＧＯ！！（５・６年） 

   

５０ｍ走（１年） 七色の風（２年） ８０ｍ走（４年） 

   

とびつけ！ひっぱれ！（３年） 柳小(やな小)ソーラン 

～心の宝物～（６年） 

高学年リレー（４～６年） 

   

みんなでつなひき（全学年） 整理運動 優勝杯・準優勝盾授与 

 

 

 

 



2012.09.25. 2012.09.25. 2012.09.25. 2012.09.25. 創立創立創立創立４０４０４０４０周年周年周年周年パネルパネルパネルパネル移動移動移動移動    

体育館体育館体育館体育館ステージステージステージステージへへへへ 

運動会が終わり、台風シーズンにもなることから、 

創立４０周年のパネルを体育館ステージに移動しました。 

これから、児童会の「柳橋まつり」をはじめ、様々な行事※が体育館で行われますが、 

どれも４０周年の記憶の残るものとなることでしょう。 

※体験的学習・学習発表会・講演会・卒業証書授与式など 

  

 

 

2012.10.26. 2012.10.26. 2012.10.26. 2012.10.26. ４０４０４０４０周年記念品周年記念品周年記念品周年記念品（ＰＴＡ）（ＰＴＡ）（ＰＴＡ）（ＰＴＡ）    

航空写真航空写真航空写真航空写真のののの下敷下敷下敷下敷きききき    

ＰＴＡで、４０周年記念品として、春に撮影した航空写真を下敷きにして 

子どもたちに配付することになりました。裏は全校の子どもたちの集合写真となる予定です。 

この日、集合写真に写っていない子の個別の撮影を行いました。 

今、学校に在籍している、すべての子どもたちが下敷きに載るように考えたとのことです。 

出来上がりが楽しみです。 

 

 



2012.10.29. 2012.10.29. 2012.10.29. 2012.10.29. 校章図案校章図案校章図案校章図案    

図案図案図案図案をををを提供提供提供提供してくださったしてくださったしてくださったしてくださった方方方方からおからおからおからお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました    

１０月２６日、校章の図案を作られた方が学校にお見えになりました。 

校章の図案を徹夜で３つ考えたことや、それが採用され校章制定校旗披露祝賀大運動会で 

感謝状を学校から受けたことなどをお伺いしました。 

そのときの感謝状も大切にしまわれていたとのことで見せていただきましたが、 

学校のシンボルが出来上がったことは当時の子どもたちもさぞかし嬉しかったことでしょう。 

柳橋小学校がある限り、校章紹介の際に紹介させていただきます。 

外にも、引地台中学校の校章も考えたかったが残念ながら１年ずれてしまってできなかったこと、 

開校前と現在のこの地域の様子、また、お子様も藤沢の社会福祉協議会のマスコットキャラクターを 

考えられたということなど、興味深いお話をいろいろと伺うことができました。 

今もいろいろな趣味をお持ちで、とてもお元気なご様子。 

これからも柳橋小学校の子どもたちを見守っていただけることでしょう。 

  

 

 

 

2012.11.05. 2012.11.05. 2012.11.05. 2012.11.05. やなぎばしやなぎばしやなぎばしやなぎばし祭祭祭祭りりりり    

テテテテーマーマーマーマ    

次のことを目的に、やなぎばし祭りを１１月３０日(金)に行います。 

○楽しく作ったり遊んだりする中で仲間との交流を深める。 

○自分たちで考え、みんなと協力して、柳橋まつりを楽しむ。 

 



各クラスで、目的にあった遊びや催し物を考えていますが、 

今回のテーマは、創立４０周年に合わせ、 

「４０周年 みんな仲良く 笑顔あふれる 最高の宝物をつくろう」 

に決まりました。 

 

 

 

 

2012.11.12. 2012.11.12. 2012.11.12. 2012.11.12. 創立創立創立創立４０４０４０４０周年記念周年記念周年記念周年記念    ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ発足発足発足発足３０３０３０３０周年記念周年記念周年記念周年記念（ＰＴＡ）（ＰＴＡ）（ＰＴＡ）（ＰＴＡ）    

ＰＰＰＰととととＴＴＴＴのののの    ふれあいのふれあいのふれあいのふれあいの会会会会    

１１月９日（金） １３：３０より、ＰとＴの ふれあいの会がありました。 

今回は、柳橋小学校創立４０周年ならびにＰＴＡ発足３０周年を記念したものとなりました。 

はじめに、記念植樹が行われました。 

校庭の一角にハナズオウ（花蘇芳）の木が植えられました。 

ハナズオウは、縦に縦にと、のびていくことから 

「上を目指してほしい」という願いが込められています。 また、花言葉は「勝利のとき」とのことです。 

これからの生長が楽しみです。 

 

場所を体育館に移して、これまでの学校・ＰＴＡの歩みを 

学年代表委員の方々に起こしていただいた資料で振り返りました。 

校長・ＰＴＡ会長の話に続き、歴代卒業生にもお話ししていただきました。 

前ＰＴＡ会長と教育実習生として来ているお二人からの話でした。 



会場には、航空写真や校舎完成図、校章・校歌も展示されましたが、 

素敵な記念の会となりました。 

  

  

 

 

 

2012.11.27. 2012.11.27. 2012.11.27. 2012.11.27. おおおお店紹介店紹介店紹介店紹介（（（（全学年全学年全学年全学年））））    

柳橋柳橋柳橋柳橋まつりまつりまつりまつり    

３０日に行われる「柳橋まつり」のお店紹介がありました。 

柳橋まつりでは、２年以上がクラスごとに遊びや催し物のお店を出すことになっています。 

児童朝会では、柳橋まつりのテーマやルールの説明の後、 

それぞれのお店の名前と内容・景品などについて、クラスごとに紹介しました。 

どれも工夫されていて、聞いていた子どもたちは「早くやりたいなぁ」という気持ちを持ったようです。 

  



2012.11.29. 2012.11.29. 2012.11.29. 2012.11.29. 周年記念航空写真周年記念航空写真周年記念航空写真周年記念航空写真    

校長室前校長室前校長室前校長室前にににに掲示掲示掲示掲示    

周年記念で撮影した航空写真を校長室前に掲示しました。 

今まで、校長室に１０周年記念の航空写真が掲示してありましたが、 

校長室にあることから、子どもたちは、あまり見ることができませんでした。 

今回、４０周年記念で撮影したものがパネルになって届きましたので、 

校長室前に外の周年記念の航空写真もいっしょに掲示し、 

学校とその周りの様子の変化が見られるようにしました。 

１０周年記念のものは色が退色していたので、スカイワールドさんに焼き直してもらいました。 

創立当初のものと２０周年のものは、少し小さ目になってしまいますが、 

アルバムに残っていたものをＡ４サイズに引き伸ばしました。 

子どもたちは、今回撮影したもので自分の家やふだんの生活で使っている場所を探し出すとともに、 

その場所の昔の様子についても興味をもって調べています。 

  

子どもの動線の関係で現在使用していない北東の昇降口にあった校舎完成予想図も、 

併せて掲示しました。 

 

2012.11.30. 2012.11.30. 2012.11.30. 2012.11.30. やなぎやなぎやなぎやなぎばしばしばしばし祭祭祭祭りりりり（（（（全学年全学年全学年全学年））））    

４０４０４０４０周年周年周年周年    みんなみんなみんなみんな仲良仲良仲良仲良くくくく    笑顔笑顔笑顔笑顔あふれるあふれるあふれるあふれる    最高最高最高最高のののの宝物宝物宝物宝物をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう 

   

テーマ ２－１  
すぎちゃんまとあて 

なんでもありますよ。 

２－２ 

おもしろうきうきランド 

たからさがし、さかなつり、 

ボーリング、？ボックス 



   

３－１ 

たのしくわくわく 

あたまをはたらかせよう 

スゴロク、大豆のつかみどり 

３－２ 

ボウリング 

たからさがし 

３－３ 

ふしぎなアドベンチャー 

ゲームが３こもあるし、 

けいひんもいっぱいあります。 

   

４－１ 

学ぼう！楽しもう！４の１ 

防災ゲーム、分別ゲーム 

４－２ 

日本一周りょこう いってきま～す！ 

〔けいひん〕松ぼっくりツリー、 

どんぐりの顔 など 

４－３ 

ダンス 

おわらい げき 

   

５－１ 

楽しみを運ぶよ５の１サンタ 

きょ大ダルマおとし、うでずもう 

５－２ 

おもしろい！ 

げきじょう、ストラックアウト、 

スタンプラリー 

５－３ 

ものまねショー 

しゃてき、ＰＫ戦、イラストさがし、 

たいこでドコド～ン!! 

   

６－１ 

６，１thrill ＝スリル＝ 
６－２ 

あなたはゴーストバスター 
６－３ 

ヤナリンピック２０１２ 

レッツ トライ！ 

 



2013.03.05. 2013.03.05. 2013.03.05. 2013.03.05. ６６６６年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会（（（（全学年全学年全学年全学年））））    

伝統伝統伝統伝統をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ    

   

   

   

   



   

 

６年生入場 

 

○パネル紹介 

○６年生への記念品贈呈 

      ４年生から（しおり） 

      ５年生から（卒業式用胸かざり） 

○各学年からの出し物 

○６年生の言葉と歌 

○６年生からの記念品（新１年生の胸かざり） 

○全校合唱 「風が吹いている」 

○校長先生の話 

やなぎっこ放課後ひろばの皆さんから卒業生へのメッセージ 

子どもたちから登下校見守りたいの皆さんへの感謝のメッセージ 

ＰＴＡ会長から創立４０周年・ＰＴＡ発足３０周年記念下敷きの贈呈 

 

６年生退場 

 

 

 



<<<<学校概要学校概要学校概要学校概要ののののページページページページにににに新新新新たにたにたにたにアップアップアップアップ>>>>    

    
校歌(改訂) 

 
創立４０周年を振り返る 

 
創立３０周年記念集会 

 
第１回 運動会 

 
草柳小学校お別れ式 

 

 

【【【【そのそのそのその他他他他のののの取組取組取組取組みみみみ】】】】    

    
昼昼昼昼のののの放送放送放送放送    ＨＨＨＨ24.5.124.5.124.5.124.5.14444....    

 
校長先生からのメッセージ 

「明日１５日は柳橋小学校の開校記念日」 

校歌ができて間もない頃の全校児童による校歌斉唱 

（東京シンフォニックオーケストラ伴奏） 
 

※折に触れメッセージの中で紹介 

 

 

学校学校学校学校だよりだよりだよりだより    ５５５５月号月号月号月号    
    

「創立４０周年を迎えて」 

～ 保護者・地域の方々や先輩たちの大切な思い ～ 

 

学校学校学校学校だよりだよりだよりだより    ６６６６月号月号月号月号からからからから翌年翌年翌年翌年３３３３月号月号月号月号までまでまでまで    
    

創立４０周年コラム 

４０年の歴史の振り返りや記念事業について 

 

 

ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ広報広報広報広報    ＨＨＨＨ24.9.28.24.9.28.24.9.28.24.9.28.発行発行発行発行    
    

～ やなぎばし ～ ４０周年 

柳橋小学校創立・開校当時の思い出 

 

ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ広報広報広報広報    ＨＨＨＨ25.2.19.25.2.19.25.2.19.25.2.19.発行発行発行発行    
    

創立４０周年にあたり、 

４０年前をいろいろと調べてみました！！ 

（給食の比較を含む） 


