
 

 
校長 源関 正浩 

 

五風十雨 
 
 

後数日で今年度も終了します。１年が経つのは本当に早いものだと思います。 

 この１年、子どもたちは心も体も大きく成長しました。コロナ禍ではあっても、宿泊体験

学習を計画通り行うことができましたし、運動会も全校児童で開・閉会式を行うことができ

ました。異学年交流の機会も増え、ペアクラスでの花月園公園遠足や大繩大会も行うことが

できました。活動が広がり、学びも広がりました。 

 

ただ、広がりの中においては、楽しいことばかりではなく、辛いことや苦しいこともあっ

たのではないかと思います。そんな時こそ「乗り越えたからこそ、今の成長がある」と前向

きに捉えられる気持ちも育んでいきたいものです。 

最近出会った言葉に「五風十雨」という言葉があります。五日ごとに風が吹き、十日ごと

に雨が降るという意味で、気候が穏やかで植えた苗が順調に育つ、豊作の兆し、世の中が平

穏無事であることのたとえとして使われる言葉です。 

私はこの言葉を聞いた時に、苗が育つのに水が必要なので、十日ごとに雨が降ることはい

いことだと思いました。ただ、風が五日ごとに必要なのはなぜなのか悩み

ました。調べてみると、苗がまだ土の中でしっかり根付いていないときに

風が吹くと、飛ばされないように細い根がぐっと土の中で踏ん張り、その

度に根は強くなり、土にしっかりと根付いていくということでした。つま

り、風が吹くたびに根は太くたくましくなり、養分を吸収していくように

なるのです。風が吹かないと、根はいつまでも細いままだそうです。 

 

私たち人間も似ていると思いました。気持ちのよい風だけはなく、ときには冷たく厳しい

風が吹きつけることもあります。子どもは、まだ根が細くて吹き飛ばされそうになるかもし

れません。でも、そんな風に負けないように、励ましたり一緒に悩んだりしながら支え、冷

たい風、試練こそしっかり大地に根を張るチャンス、成長するチャンスととらえ、乗り越え

ていけるようにしていきたいと思います。 

 

最後になりましたが、この一年保護者や地域の皆様には本校の教育活動に様々な面でご支

援、ご協力頂きましたことに厚く御礼申し上げます。来年度も今年度同様に、一人ひとりの

子どもたちの育ちのために、ご支援ご協力頂けますよう、よろしくお願いいたします。 
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２月７日（火）朝会の後、学校保健委員会を行いました。今年度のテーマは「けがの原因を考え

て、けがを予防しよう」です。これまで、児童保健委員会を中心に「けが予防キャラクターの募集」

や「ポスターの作成と掲示」「けが予防動画の作成」「けが予防キャラクター ストップマンを使っ

た廊下の見回り」等活動をしてきました。また各クラスで夏休み前にけ

が予防目標と取組を決め、２月に反省を話し合いました。話し合われた

反省は各クラス１分以内の動画にまとめ、全校に向けて放送予定です。

けがを減らすため、行動を変えることは難しいですが、意識を高めるこ

とはできたようです。来年度以降も取り組みを工夫し、けが予防に努めていきます。 

 

  

 

 ２月１６日（木）に学習発表会がありました。前年度に続きフラフープと縄跳びを披露しました

が、今年は大縄・ボール運動（投げ・蹴り）も加わりボリューム感のある発表となりました。本番を

目前に、保護者の入場とともに子ども達の緊張感も高まってきましたが、一度きりの本番という意

識が逆に子ども達の気持ちを高めていきました。表現運動で取り組んだフラフープや縄跳びでは、

曲のリズムに合わせて一人技や二人技にチャレンジしました。大縄では大波小波や８の字跳びをし

ましたが、ダブルダッチの演技が始まると見ていた子ども達が釘付けとなり、とても胸が躍ってい

る様子でした。演技後には、６年生の７人が保護者の方へ「家族への感

謝の言葉」や「中学校へ行ってからの抱負」などをメッセージで伝えま

した。ある子は、卒業が目前になった６年生との別れを感じ取り、感極

まって泣き出してしまう場面もありました。たくさんの人に見守られな

がら行われた学習発表会では、子ども達が力の限り全力を発揮し、成長を大きく実感できる時間と

なりました。 

  

 

  

今年度のクラブ活動も終わりを迎えました。１年間の活動のまとめとして、そして来年度のクラブ

活動への始まりに向けて、クラブ発表会が行われました。 

 各クラブが、１年間の活動を紹介する２分ほどの動画を作成し、それをテレビで放送しました。

クラブ活動とは、「好きなこと・やってみたいことが同じ４～６年生の子どもたちが集まって、自分

たちで考えて活動を行う時間」です。なので、自分たちで新しくクラブを立ち上げたり、活動を盛り

上げるためにどんどん工夫をしたりすることができます。今年度は新しく「サバイバルクラブ」が

立ち上がり、火おこしをしたり、いかだを作ったりしていました。 

 ２分ほどの短い時間ですが、各クラブのおもしろさ、楽しさがとてもよく表現されていました。

来年度からクラブ活動が始まる３年生は、「○○クラブおもしろそうだったね！」「早く○○やって

みたいなあ」と、わくわくしている様子が見られました。そして、４・５年生は、来年度に新しく立

ち上げたいクラブを考えました。ここで出た意見が、もしかしたら採用されるかもしれません。同

じ興味をもつ仲間が集まるといいですね。 

個別学習発表会 

学校保健委員会 

クラブ発表会 



 

 ２月９日、１６日歯科巡回指導を行いました。昨年度は新型コロナウイルス感染症が流行し、急

遽中止となったので、久しぶりの巡回指導となりました。 

横浜市学校保健会の歯科衛生士さんから、「Ａの児童が多く、歯がきれいで光沢がありました。」

との感想をいただきました。市内でも約８割の児童が「Ａ」をとっている学校は少ないそうです。こ

れもご家庭でのご協力があってこそだと思います。磨き残しのない歯みがきが身につくよう、今後

とも仕上げ磨きやお声掛けをお願いします。 

 

コロナ禍マスク生活で、口を大きくはっきりと開けて話をしないため、口輪筋が衰えて歯みがき

の時に上唇が持ち上がらず、前歯の歯と歯肉の間を磨き残してしまったり、唾液の量が減ることで

歯肉炎が増えたりすることがあるそうです。意識して口や舌を動かしてみるのも、むし歯や歯肉炎

予防につながるようです。 

健康手帳を返却します 春休み中はご家庭で保管してください。新学期すぐに回収しますので、

表紙に新しい学年とクラス名をご記入の上ご提出くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

＜献立について＞ 

  ○望ましい食生活を実践するための、参考となる献立を取り入れました。 

   （主食・主菜・副菜のそろった献立、まごポイント満点の献立） 

  ○卒業・進級を祝う献立として、赤飯を取り入れました。 

  ○ひな祭りの行事食として、菜の花ずしを取り入れました。 

  ○旬の食品を取り入れました。（さわら・キャベツ・こまつな・糸みつば・しらぬひ） 
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保健だより 

給食だより 

6年生のセレクトデザート 

３月３日は６年生にセレクトデザートを実施します。これは、６年間の学校給食のまとめとして複

数のデザートの中から、自分の好みや栄養を考えて選んで食べる能力を身につけることをねらいと

しています。 

＜① みかん（せとかの予定） ②豆乳デザート（豆乳プリン） ③フルーツゼリー（果肉入り） 

の中から一つ選びます。＞ 

 



 

 

月 火 水 木 金 

 

 

 1日            ⑤ 

スキルタイム 

出前授業 
（５年キャリア教育） 

ありがとうの会 
学校カウンセラー（AM） 

2日      ⑤ 

スキルタイム 

出前授業 
（５年キャリア教育） 

3日     １④ 

２～６⑤ 

スキルタイム 

セレクトデザート 

（６年） 

委員会報告会 
（4・5年） 

6日   １～３⑤ 

     ４～６⑥ 

スキルタイム 

 

7日     1・２④ 

     ３～６⑤ 

朝会 

おめでとうの会 

8日      ⑤ 

スキルタイム 

ありがとうの会 

（1・6年） 

 

9日 １～３・６⑤ 

      ４・５⑥ 

スキルタイム 

大掃除（６年） 
学校カウンセラー(AM） 

 

10日    １④ 

２・３⑤ 

４～６⑥     

スキルタイム 

出席の記録の確認 

配付（６年） 

13日     ⑤  

スキルタイム 

 
 

14日    1・２④ 

３～６⑤ 

読書タイム 

 

15 日     ⑤
スキルタイム 

卒業式予行練習 

 

16日       ④  
スキルタイム 

給食最終日 
卒業式前日準備（５年） 

あゆみ配付（６年） 

出席の記録の確認 

配付（１～５年） 
学校カウンセラー(１日） 

17日  

１～５年 特別① 

  ６ 11：45頃 

卒業生を送る会 

卒業証書授与式 

 

20日   短縮④         

スキルタイム 

地域防災会議 

21日  

春分の日 

22日   短縮④ 

スキルタイム 

大掃除 

会計監査 

23日   短縮④ 

スキルタイム 

あゆみ配付 

白衣点検 

24日   特別③ 

修了式 

離退任式 

４月３日 ４日 ５日 ４月６日 

新６年生  

入学式準備（9：00） 

７日    特別① 

令和５年度 

着任式 

始業式 

入学式 

3月行事予定 生活目標：一年をふりかえり 新しい学年への準備をしよう   保健目標：健康生活の反省をしよう    

給食目標：めあてをもって給食を食べよう（姿勢、清潔、バランス、感謝） 

保健目標：かぜの予防をしよう 

～第 129回卒業証書授与式～ 

３月１７日（金）午前 10 時より、本校体育館にて「第 129 回卒

業証書授与式」を挙行いたします。1～5 年生は、8 時 30 分から

「卒業生を送る会」に参加した後、9時頃下校となります。6年生は、

その後、卒業証書授与式に参加し、下校は12時頃となります。各学

年の下校時刻にご注意ください。 

下校時刻④ 13：25   短縮④  12：25 

⑤ 14：30   特別①   9：00 

        ⑥ 15：15   特別③  11：20 

始業式 名簿掲示場所 
新２年：B棟昇降口前        →雨天時 B棟昇降口 

新３年：朝礼台前            →雨天時 B棟昇降口 

新４年：D棟昇降口前        →雨天時 D棟昇降口前 

新５年：図書室前            →雨天時 D棟昇降口前 

新６年：A棟昇降口前        →雨天時 A棟昇降口前 
学校評価について 

 学校評価アンケートのご協力、ありがとうござ 

いました。今年度の本校の振り返りとともに、報告 

を右記 QRコード（本校 HP）からご確認ください。 

 

令和４年度 ４月の主な予定について 

４月 ７日（金） 着任式 始業式 入学式 

   10日（月） 短縮時程４時間    １年生 ３時間         

   １１日（火） 短縮時程４時間    １年生 ３時間 

   １２日（水） 短縮時程４時間    １年生 ３時間          

   １３日（木） 給食開始 

   ２1日（金） 授業参観・懇談会（２～６年）         

◆着任式・始業式は８時３０分より校庭で行います。雨天時は教室です。 

◆始業式の日に配付される学年便り等でも行事予定をご確認ください。 

◆１３日（木）より給食が開始され、通常時程となります。 

 

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。

カウンセラー来校日は以下になります。 

３月  1日（水）AM    3月 9日（木）AM 

３月 １６日（木）１日     

東台小学校 ☎５７１－０８１２ 

今年度もたくさんのご支援・ご協力 

      ありがとうございました！ 


