
 

 
同じものを見て、共に感じ合うこと 

副校長 村田 真紀 

 

 少し前になりますが、11月 8日（火）に日本全国で皆既月食が見られました。皆既月食は、月

が地球の影に完全に隠されて、赤黒く変色した満月が見られる天体現象です。その日まで、皆既月

食が起こることを知っていましたが、あまり意識せずに過ごしていました。8日の夜、学校で仕事

を終え、学校近くの道を歩いていましたら、実家の熊本の母から「少しずつ月が欠けていっている

よ。」と携帯に月の画像が送られてきました。「ああ、九州でも見えているんだな。」と思ったその

時に、目の前のバイクと自転車の人がふと止まり、空を見上げました。私も空を見上げると、少し

だけ欠けた月が見えました。知らない人と、ふと同じものを見上げたことをなんだか嬉しく思いな

がら、駅方面へと向かいました。駅の周りには、同じように、空を見上げて携帯で写真を撮る人が

たくさんいました。子どもも、学生も、大人も。いつもお世話になっている保護者の方も見上げて

いました。自宅の最寄りの駅周辺にも、立ち止まって空を見上げる人たちをたくさん見ました。同

じものを見て、言葉は交わさなくても「いいな。」と思えるものを一緒に見ることができるという

ことに、喜びを感じました。学校でも、同じものを見て、共に感じ合える経験をたくさんさせてい

きたいなと思いました。 

 

 11月上旬には、1年生と一緒に金沢動物園に行きました。 

入学して初めて皆でバスに乗って、グループで行動したり 

お弁当を食べたりします。行く前から「オカピを見るのが 

楽しみ。」「コアラを見るの初めて。」と楽しみにしている様子 

が伝わっていました。当日、グループで時間に気をつけたり、 

友達に声をかけたりする姿に、1年生の成長を感じました。 

そして、落とし物を拾ってあげたり、道を教えてあげたりすると、「ありがとうございます。」と言

える子どもがたくさんいて、感謝を伝えられるって素晴らしいなと感じました。 

4月に東台小に着任して、６年生が 1年生に優しく話しかけたり遊んだりしてくれる姿をたくさ

ん見ます。６年生は、職員室に鍵を借りに来たり、用事があったりする時に、必ず「ありがとうご

ざいます。」と言ってくれます。朝は門で、笑顔であいさつを返してくれます。その姿を見て、下

学年の子ども達が自然とすてきな姿になっているのだと思います。こちらもそんなすてきな姿を見

せてくれる６年生に伝えたいと思います。「いつもありがとうございます。」 

先日、卒業証書の外枠の注文用紙が届きました。大好きな６年生と過ごせる日々も少しずつ減っ

ていきます。一緒に過ごせる日々を大切に過ごしていきたいと思います。 
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１１月 1 日（火）、４日（金）に馬頭琴コンサート 『スーホの白い

馬』の鑑賞会が行われました。新野美知さんの朗読に合わせて、

Yilana さんの素敵な馬頭琴の演奏と菅原裕紀さんのパーカッシ

ョンの演奏がありました。本物の楽器から感じる音色や響き、まるで物

語の世界に入り込んだような朗読に子どもたちは興味津々で聞き入っ

ていました。 

最後には、パーカッションの楽器を実際に触って即席セッションを行っ

たり、音楽に合わせて身体を動かしたりと音楽を全身で楽しむことがで

きました。 

準備・運営にあたってくださいましたPTAの皆様方、貴重な機会をつ

くっていただき本当にありがとうございました。 

 

 

  

 

11月 2日（水）に 1年生が金沢自然動物公園に遠足へ行きました。初めて学校の外に 

出ての活動になり、何日も前から楽しみにしている声が届いてきました。暖かい気候に恵ま 

れ、たくさんの動物を見学することができました。 

わくわく広場からグループに分かれ、ウォークラリーを行いました。動物を近くで見ること 

のできた子どもたちの目は、キラキラと輝いていました。昼食後、動物園の飼育員さん 

から動物の赤ちゃんについてのレクチャーをしていただきました。生まれてすぐの動物の 

赤ちゃんはとても小さいことや、すぐに立って歩けるようになること、子どもたちにとっては 

新しい発見となりました。 

１年生は今後、動物に関わる学習もあるので、遠足のことを思い出しながら活動していき 

ます。 

 

 

 

 

コロナ禍のため、当初計画していたペア学年での遠足は、残念ながら中止となってしまいました。その代わ

りに今年度はペアクラスでのふれあいを目的とした活動を計画し実施しました。１１月７日から１１月２５日ま

での期間の間に花月園公園でふれあい活動を行いましたが、広いスペースを使って子どもたちはいきいきと

活動を楽しんでいる様子でした。遊びの内容をはじめ、いろいろな計画を上の学年の子どもたちが一生懸命

考えてくれたため、下の学年の子どもたちも楽しく充実した時間を過ごすことができたのだと思います。今後

もペアクラスでの活動を大切にし、学年を超えて協力し合える子どもたちを育てていきたいと感じました。 

みっけでいこう！ かなざわどうぶつえん 

PTAふれあい鑑賞会 

遠足にかわるふれあい活動 
 



 

 

 

気温の低い日が増え、本格的な冬が近づいています。気温が下がると、体調を崩す

お子さんが増えてきます。また、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者の増加

やインフルエンザによる学級・学年閉鎖なども発生しています。引き続きご家庭での

健康観察をよろしくお願いいたします。 

健康観察票について 

 東台小学校では、紙の健康観察票をお配りし、毎朝ご家庭での検温結果や健康状態を記入してい

ただき、担任が確認をしてきました。横浜市教育委員会の指示により、登校前に家庭での健康観察

を徹底してもらうことを踏まえて、学校での健康観察票の確認は不要となりました。今後は学校で

健康観察票の記入状況の確認などは行いませんが、引き続きご家庭での毎朝の検温、健康観察をよ

ろしくお願いいたします。すでにお配りしている 12 月の健康観察票は、ご家庭で健康観察等にご活

用ください。1 月以降は紙の健康観察票の配布はいたしません。ご了承ください。 

 また同居しているご家族等の体調不良がある場合や、同居しているご家族等が PCR 検査等を受け

ている場合は、登校をお控えください。学校で少しでも風邪症状がみられる場合は早退となります

ので、お迎えへのご協力をよろしくお願いします。今後も学校では感染症予防に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 ＜12 月の献立について＞ 

・冬至にちなんだ食品（かぼちゃ、ゆず）を使った献立を取り入れました。 

   「かぼちゃのそぼろあんかけ（かぼちゃ）」、「たらちり（ゆず）」    

・体が温まる献立を多く取り入れました。 

 （呉汁、たらちり、つみれ汁、つみれ汁、みそ汁、野菜スープ、かぶのスープ煮、ボルシチ、 

ミネストローネ、ほうとう） 

・かぜを予防する働きのある食品を多く取り入れました。 

（だいこん、かぶ、ゆず、はくさい、こまつな、ほうれんそう、ねぎ、りんご、みかん） 

・旬の魚を使った献立を取り入れました。（たらちり、さばのあんかけ、さけのクリームシチュー） 

・新献立として「はくさいとツナのカレー」を取り入れました。 

＊１２月２３日（金）が給食終了日になります。 

＊１月１１日（水）から給食開始予定です。 

 

 

保健だより 

給食だより 

12月の保健目標    「かぜの予防をしよう」 



 

 

 

月 火 水 木 金 

  

 

 

 

 

人権週間（～９日） 

 1日   １～３⑤ 

     ４～６⑥ 

スキルタイム 

寺尾中学校職場体験 
学校カウンセラー（１日） 

2日     １④ 

     ２～６⑤ 

スキルタイム 

授業研究日 

 

 

5日     ⑤ 

スキルタイム 

５年出前授業 

３年出前授業 

７組芸術プログラム 

人権週間（～９日） 

6日   １・２④ 

３⑤ ４～６⑥ 

朝会 

議題説明会 

クラブ活動 

 

7日   特別時程④ 

市一斉授業研究日 

12：55下校 

8日     短縮⑤ 

イベント 

（朝２・４年） 

個人面談① 

9日   １短縮④ 

２～６短縮⑤ 

イベント 

（朝３・５年） 

個人面談② 

12日   短縮⑤ 

スキルタイム 

個人面談③ 
学校カウンセラー（１日） 

13日 １・２短縮④ 

3～6短縮⑤ 

読み聞かせ 

個人面談④ 

 

14日     ⑤ 

イベント 

（朝１・６年） 

代表委員会 

 

15日    短縮⑤  
スキルタイム 

個人面談⑤ 

 

16日    １④ 

２・３⑤ 

４～６⑥ 

スキルタイム 

 

19日     ⑤ 

スキルタイム 

 

20日  １・２④ 

３～６⑤ 

音楽朝会 

大掃除 

 

21日     ⑤ 

スキルタイム 
学校カウンセラー（AM） 

22日  １～３⑤ 

     ４～６⑥ 

スキルタイム 

６年合唱コンサート 

 

23日     ④ 

朝会 

給食終了 

26日  

冬季休業 

 

27日     

学校閉庁日 

28日     

 

29日  

 

休庁日 

30日   

 

1月 2日 

学校閉庁日 

休庁日 

3日 

 

4日 

 

5日 

 

6日     

 

 

9日 

成人の日 

冬季休業終了 

10日   短縮④ 

朝会 

11日     ⑤ 

スキルタイム 

給食開始 
学校カウンセラー（AM） 

12日  １～３⑤ 

      ４～６⑥ 

スキルタイム 

 

13日    １④ 

２・３⑤ 

     ４～６⑥ 

スキルタイム 

12月行事予定 
生活目標：思いやりの心を大切にしよう  保健目標：かぜの予防をしよう 

給食目標：よい姿勢で行儀よく食べよう 

保健目標：かぜの予防をしよう 

ベルマーク収集のご協力ありがとうございました 

１１月にベルマークの集計を行っていただきました。ご協力あり

がとうございました。昨年度は、黒板消しクリーナーと体育館で使

用するボールを注文しています。よりよい学校生活の一助となって

います。今後ともご協力をお願いします。 

学校カウンセラー相談 

 カウンセリングに関するご相談・ご予約については、児童支援専

任、中川（陽）までご連絡ください。 

１２月 １日（木）１日     １２月１２日（月）１日  

１２月２１日（火）AM     1月 11日（水）AM  

         1月 18日（水）１日    1月 25日（水）PM 

東台小学校 ☎５７１－０８１２ 

冬季休業期間と学校閉庁日について 

冬季休業は、１２月２4日（土）～１月 9日

（月）です。それに伴いまして、１２月２７日（火）

～１月５日（水）までを学校閉庁日といたしま

す。また、１２月２９日から１月３日までは休庁日

となっております。１２月２７・２８日・１月４・５日に

緊急な連絡が必要なときは、下記の連絡先に

お電話いただくようお願いいたします。 

（１２月２９日～１月３日はつながりません） 

【緊急連絡先】 

東部学校教育事務所 指導主事室 

☎０４５－４１１－０６０８  

人権月間 

3日校庭開放（AM） 


