
  
夏休み         野田 こずえ 

異変に気がついたのは４月だったでしょうか。毎年、たわわに実り、子どもたちが

収穫してジャムにしていただくのを楽しみにしている、裏門脇の梅の実が、ほとんどな

いのです。例年、５年生が２年生を抱きかかえたり枝を下ろしてあげたりしながら仲良

く収穫していた光景が思い出され、「いやいや、まだこれからかもしれない・・・。」そう

思いながら眺めていました。そのうち、池の端の梅の実が膨らんでいるのを見て、

「やっぱり・・・。」今年は梅ジャムを諦めなくてはならないと思っていました。

池のほとりの梅の実は、子どもたちに採れるとは思えなかったのです。それ

に、裏門の梅の実は大ぶりで立派なのですが、池の端の梅は、とても小さ

いのです。梅ジャムは、収穫した実を茹で、１粒１粒種を出さなくてはなら

ず、調理員さんにとっては大仕事です。それを、通常の給食調理と並行して行うのですから、

粒が小さければなおさら大変です。技術員も担任も、高枝切り鋏だけでなく梅の実を落とす道

具を自作したり、大きなブルーシートを広げる作戦を考えたりしていましたが、わたしは、全校の給食調理を考えたとき、

ゴーサインは出せませんでした。ところが、調理員さんが「やりますよ。」と言ってくださったのです。当日は、朝早くから

作業にかかり、きれいな色のとろとろのジャムに仕上げてくださいました。２年生と５年生だけの特別メニューに、子ど

もたちは大喜び、器についたジャムもパンで拭き取ってきれいに食べていました。その様子を聞いた調理員さんは、

「喜んでくれてよかった。」と素敵な笑顔を見せてくださいました。落とした枝から実をもぎ取るという、例年とは違う収

穫でしたが、自然の恵みをいただく喜びを感じるとともに、自分たちのためにたくさんの人が一生懸命関わってくれたこ

とへの感謝の気持ちももつことができたのではないでしょうか。 

早いもので１年の半分が過ぎて明日からは７月、子どもたちが楽しみにしている夏休みが、もうすぐそこまで来てい

ます。楽しい計画があるご家庭も多いでしょうが、お子さんと一緒に台所に立つのも良いかもしれません。学年によっ

て、やれることには差があるでしょうが、「宿題はちゃんとやったのかしら。明日の支度はできているの。」と気を揉まず、

少しだけゆったり気分でお子さんと関わることのできる夏休み、おしゃべりしながらお料理するのはきっと楽しいことでし

ょう。我が家の味を伝えるチャンスでもありますね。 

「お料理はちょっと・・・。」という方は、工作はどうでしょう。先日の紙飛行機大会では、子どもたちに負けず劣らず

夢中で紙飛行機作りに取り組んでくださった方が多く、「行けっ。」とばかりに、手を離れた飛行機を目で追う姿も、

「お父さん（お母さん）すごい。」と見上げる子どもたちの姿も、とても微笑ましいものでした。お世話になった皆様に、こ

の場を借りて改めて感謝申し上げます。 

毎年のことながら、読書もお勧めです。６月から「ファミリー読書」の取組も始まりました。お子さんに読み聞かせる

だけでなく、同じ時間・空間で読書をすること、親子で同じ本を読んでみること、本の感想を話題にすることなど、楽

しみ方は様々です。先日、読んでいた本の子ども用文庫版を手にしました。ルビが振ってあるだけでなく、難語は括

弧書きで解説が付いていました。なるほど、こうやって子どもたちは新しい語彙を獲得していくのですね。そうか、この

言葉はこう言い変えられるのかと、意外な楽しみを見つけ、そのまま子ども版で読んでいます。 
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二俣川小だより 

 親子で家族で、機会があればおじいちゃんおばあちゃんも交え、ふれあい、会話が弾み、絆が深まることは、

きっとほかにもたくさんあることでしょう。どうぞ、充実した楽しい夏休みをお過ごしください。 



二小運動会 5/30(土) 

晴天に恵まれた運動会、この日のために練習を重ねた子どもたちの 

力を尽くした競技、思いを込めた演技に、たくさんの応援と拍手をい 

ただき、ありがとうございました。

達成感に満ちた笑顔があふれる傍

らで、精一杯頑張ったからこそ溢

れる涙が感動を呼びました。片付

けに際して、多くの卒業生、保護者

の皆様のご協力をいただきました

ことに、改めて感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全教室 6/4(木)  

 交通安全協会のご協力で、１年生は歩き方、４年生は自転車の 

安全な乗り方を中心に、交通安全教室を実施しました。巻き込み 

実験や衝突実験では、思わず息を飲み、交通事故の恐ろしさを改 

めて学びました。日頃から交通量の多い地域で暮らす子どもたち、 

学んだことを生かし、安全に過ごして欲しいと願っています。 

 
プール開き  6/8(月) 水泳学習開始 

       今年も、「安全の鍵」を受け取り、プールに子どもたちの 

歓声が響く季節になりました。「○ｍ泳げるようになる。」 

「タイムを縮める。」それぞれのめあてに向かって練習し、 

「頑張ってできるようになった喜び」を味わえるよう指導を 

重ねます。区や市の水泳大会にも積極的に挑戦して欲しいと 

思います。 

       

 
４年生社会科校外学習（神奈川県警・カップヌードルミュージアム）  6/15(月) 

 「わたしたちのくらしと警察」の学習で、神奈川県警察本部に出か 

けました。１１０番すると繋がる通信指令室や交通管制センター、 

道路交通情報センターなど普段見ることができない場所を見学でき、 

リアルタイムな情報収集の様子に目を丸くしていました。信号機の実物 

を間近で見ることもできました。 

 また、展望台からは江戸時代に埋め立てられた吉田新田を確認する 

ことができ、後期の学習にも生かすことができる見学となりました。 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭区 よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト 6/23(火) 

 区内２４の小学校の代表児童が集まって旭区よこはま子ども国際平和スピーチコンテストが開催され

ました。二小の代表として参加した６年生の長塚さんは、 

ジュニアボランティアの活動に基づいた思いをしっかりと 

スピーチしました。他校の児童も、身近な出来事や体験を 

もとに、国際平和について真剣に考え、表情豊かに話すこ 

とができていました。応援に行った６年生も共感しながら 

聞き入り、よい経験になったようです。 

１,２年生遠足（こども宇宙科学館）  6/19(金) 

  

 

 

 

 

 

 

学校保健委員会  6/25(木) 

 「姿勢ピーンで元気いっぱい！～よい姿勢をつくっていこう」 

をテーマに４年生以上の各クラス代表児童と児童保健委員会、保健成人 

委員のみなさんや校医の安部先生にも参加していただき、姿勢が心や体 

に与える影響について学びました。保健委員会児童が行った「姿勢アン 

ケート」の結果や、「姿勢チェック」ゲームを通して、みんな、日頃の 

姿勢について振り返り、見直すことができました。 

 

 洋光台にある「こども宇宙科学館」へ遠足に出かけました。１・２

年生合同のたてわりグループで協力して館内を回り、光や電波を使

って遊んだり、雷やオーロラの不思議を見学したりしました。「3階

には、宇宙飛行士になったつもりで遊べるところがあったよ。」「4階

の影遊びがきれいだったよ。」など、すれ違うグループ同士で情報交

換をしながら、時間いっぱい楽しむことができました。 

児童支援専任より     
 新学期が始まって３か月が経ちました。子どもたちは元気に生き生きと活動していますが、課題も目

に付くようになってきました。 

休み時間の様子に目を向けると、廊下を走っている子どもをよく見かけます。「歩きましょう。」と声をか

けるとその場では歩くのですが、目を離すとまたすぐに走り出す子も少なくありません。 

本校では「ルール＆マナーブック」を配布し、学校生活を安全に、安心して送ることができるよう

に学校全体で取り組んでいます。ルールは「規範・規則」を意味し、マナーは、「対人関係での気

配りや敬意、親しみの気持ちにもとづく行動の規範」を意味します。マナーの根底にあるものは他

人に対する思いやりの心です。廊下を走れば早く目的地に着けるかもしれませんが他の人とぶつ

かる危険性は高くなります。自分の気持ちだけでなく周囲への思いやりの気持ちをもつことがみん

なの安心・安全につながります。 

学校生活のみならず、地域社会でも同じことが言えると思います。放課後の遊び方、道路の通

行、公共施設での行動など、注意されなくても、誰が見ていなくても、周囲への思いやりをもって行

動することができるように指導をしていきます。ご家庭でも子どもと一緒に考えていただければと思

います。 

児童支援専任   伊勢谷 裕教 



 

日 曜 行　　　　事

１ 水 なかよし集会　地球温暖化防止出前教室⑤

２ 木 委員会活動　　　　　　　　　　　学校C（PM）

３ 金 ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ対策協議会13:00～　万騎中地区懇19:00

４ 土

５ 日 修学旅行⑥

６ 月 朝会

７ 火 読み聞かせ　日産追浜工場見学⑤　（６年代休）

８ 水 旭工場見学④

９ 木 クラブ活動

１０ 金

１１ 土

１２ 日

１３ 月 校内授業研究のため５時間授業

１４ 火 読み聞かせ①　区横浜こども会議　学校C（AM）

１５ 水 音楽集会（合唱クラブ）  着衣泳③　レクコン

１６ 木 着衣泳予備日③

１７ 金 朝会（木曜時程）　給食終了　個人面談  下校14:15

１８ 土

１９ 日

２０ 月 海の日

２１ 火 学年水泳　個人面談　　　　　　夏季休業

２２ 水 学年水泳　個人面談　 　　　　　　　　

２３ 木 学年水泳　個人面談　市民の読書の日　

２４ 金 特別水泳　個人面談

２５ 土

２６ 日

２７ 月 特別水泳　　　　　　　　　　　　　愛パト

２８ 火 特別水泳

２９ 水 特別水泳

３０ 木 区水泳大会

３１ 金 区水泳大会（予備日）

7月の行事予定

★下校時刻の変更
１３日（月） 校内授業研究のため５時間授業

全学年 ５時間授業(２：４０下校)

１７日（金） 木曜日時程で５時間授業

全学年 ５時間授業(２：１５下校)

８・９月の予定

生活 ： 校舎内や自分の身の回りをきれいにしよう

保健 ： 夏の健康生活に気をつけよう

給食 ： 好ききらいなく食べよう

万騎が原中学校ブロックの小学校４校は、８月１０日（月）～
８月１４日（金）を閉庁期間とします。この期間は、学校と直接
の連絡は取れません。

緊急の連絡は、西部学校教育事務所にご連絡ください。
＜西部学校教育事務所 ☎ ３３６－３７４３＞

８／３（月）１７（月）２４（月） 愛パト
８／２４（月） 市横浜こども会議
８／２５（火） 市水泳大会
８／２７（木） 授業開始 短縮授業（８／３１まで）

朝会 大掃除 全学年１２：１０下校
８／３１（月） 朝会 防災総合訓練 計測２年・５組
９／ １（火） 給食開始 読み聞かせ 計測６年
９／ ２（水） 計測５年 懇談会（５組）

夏休み作品展(～9/8）
９／ ３（木） 委員会 計測３・４年 学校C（PM)
９／ ４（金） 計測１年 懇談会１・３・５年

三浦宿泊体験学習保護者説明会
９／ ７（月） 朝会
９／ ８（火） 読み聞かせ 懇談会２・４・６年

愛川宿泊体験学習保護者説明会
９／ ９（水） なかよし集会
９／１０（木） クラブ活動

９／１４（月） 朝会 歯科巡回指導②④⑥

９／１５（火） 読み聞かせ 学校C（AM）

９／１６（水） 音楽集会

９／１７（木） クラブ活動

９／２１（月） 敬老の日

９／２２（火） 国民の休日

９／２３（水） 秋分の日

９／２５（金） 代表委員会
９／２７（日）～２８（月） 三浦宿泊体験学習⑤

９／２８（月） 朝会

９／２９（火） 読み聞かせ①④ ５年代休

９／３０（水） 集会

★夏季水泳の日程

○学年水泳 ２１日（火）２２日（火）２３日（水）

９：００～１０：００ 高学年

１０：０５～１１：０５ 中学年

１１：１０～１２：１０ 低学年

○特別水泳（４～６年 希望者）

２４日（金）２７日（月）２８日（火）２９日（水）

１０：００～１１：３０

○旭区親善水泳大会 ３０日（木） 予備日３１日

○市水泳大会 ８月２５日（火）

受付は３０分前


