
 
 
 
 
 

 

 

  

行事を通して成長、学校生活も後半へ  
                                                        校長 玉置 恭美 

 10 月は校外に出る機会がとても多かった一ヶ月でした。なかよし遠足、2 年の校外学習

でズーラシア、そして 6 年生が参加した横浜市小学校体育大会。それぞれの行事で、日吉

台小の児童の優しさ、たくましさ、そして、マナーを守ろうとする誠実さに触れ、とても

心に残る 10 月となりました。 

なかよし遠足では上級生が下級生を責任もってサポートしていて、下級生は安心して交

通機関にも乗ることができました。「おしゃべりやめよう」「２列でちゃんと歩こう」な

ど気づいた人が声をかけていて、自分で考えて動いていることがすばらしかったです。あ

る遠足で、待ちに待ったお弁当の時間。班でそろって「いただきます」をした直後、「あ

ー、箸が入ってない！」と叫んだ人がいました。すると、「割り箸あるよ」と差し出して

くれる人がいました。休日にお弁当を持って出る経験が多い人だったのでしょう。「役に

立った～」と割り箸を差し出してくれた人も、「ありがとう！」と箸をもらった人もにっ

こり、嬉しそうでした。校外でお弁当を食べる時には、何人もの人が、「校長先生、ここ

に座っていいですよ」とシートの半分を貸してくれました。嬉しかったです。 

6 年生の体育大会は、10 月にしては、気温が上昇し、日差しも強い日でした。短距離走

やリレーに出場した人は持てる力を最大限に発揮し、他校と共に行った全体演技では、指

の先までしっかり伸び、リズムに乗った集団行動の美しさと学年全体の団結を見せてくれ

ました。行き帰り、狭い歩道を歩く際、「一列に」や「壁側に寄って」などと声をかける

と、素早く行動できる姿が立派な 6 年生でした。 

各学年、１年間の中間地点を過ぎました。「節目」や、それぞれのきっかけを大切にし

て、次の目標に向け、頑張ってほしいです。 

日吉台小学校地域防災拠点訓練  

１０月２８日、日吉台小学校校庭・体育館で防災拠点訓練が行われました。当日

８時に地震予知情報が発令されたという想定で、拠点運営委員の皆さんが参集し、

テントや救出資材の点検、仮設トイレの設置、炊き出し実施等を行いました。参加

者は避難者カードに記入し、テント内で火災を想定された煙と起振車で震度６の揺

れを体験しました。日吉台小学校の変電室近くの地中には、災害用貯水タンクがあ

り、緊急給水装置を設置して、飲み水の配給が可能です。断水の際は水道局がその

措置を行ってくれます。大きな災害が起こった時のために「自助」、「公助」、「共

助」に加え、隣近所の助け合い「近助（きんじょ）」が大切です。災害にあった際、

自宅が壊れていなければとりあえず自宅で生活します。最低３日分の水と食料を備

蓄しましょう。自宅で生活できない場合、地域防災拠点である日吉台小に避難しま

す。しかし、そこでは全員が被災者です。防災拠点は互いの協力で運営されます。  

訓練を通じ、地域の方々の顔がわかり、共助・近助につながります。  
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１０月の学校生活より 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいさつ運動  １０月１０日（水）～ 

 本校では、年間を通してふれあい委員会が朝のあいさつ運動を 

行っています。全校児童にあいさつ運動の活動を広げるために、 

１０月中旬から毎週月・水・金、クラスで東門・西門・北門に分 

かれて立ち、あいさつ運動に取り組んでいます。 

 また、日吉台中ブロックで１０月はあいさつ運動強化月間を行 

いました。 

２年 校外学習（ズーラシア）  １０月１７日（水） 

国語の単元「どうぶつ園のじゅうい」の学習と関連付け、ズーラシアに特別プログラム「どうぶ

つ園のじゅうい」という獣医さんの一日の仕事についての講演を、聞きに行きました。スマトラト

ラの健康診断や５６羽のフンボルトペンギンに病気の予防薬を飲ませること、麻酔の注射器は動物

の大きさに応じて獣医さんが手作りしていることなど、教科書には載っていないことも教えていた

だきました。病気やけがを動物が安心して診察を受けられるための工夫や病気にかからないための

予防の工夫など、動物のことを考えた獣医さんの仕事に感心しながら、子どもたちはうなずいたり、

たくさんメモを取ったりし、有意義な時間を過ごしました。 

１・４年 交通安全教室  １０月２３日（火） 

 １・４年生を対象に交通安全教室が行われました。 

 １年生は「横断歩道の渡り方や信号の見方などを理解し、安全 

な歩行に関心をもつ。」４年生は「自転車の正しい乗り方を理解し 

安全に乗れるようにする。」ことをめあてとして取り組みました。 

１年生は体育館のコースを実際に通行したり、４年生はＤＶＤ 

「自転車の正しい乗り方」を見たりすることで、交通ルールを守 

ろうとする意識が高まりました。 

 当日は、ＰＴＡ校外委員さんを中心に保護者の方にもご協力をいただきました。 

 

       読書週間 

１０月２９日（月）～１１月２日（金） 

 本に親しみ、豊かな心を育むとともに、読書の習慣

化を図ることをねらいとして読書週間の取組が行われ

ます。期間中は、各学年の代表が給食時間中に読書感

想文を読んだり、図書委員会の児童や図書ボランティ

アの方々がいろいろな啓発活動に取り組んだりしま

す。 

ご家庭でも年間を通して読書の機会がもてるようご

協力ください。 

人権週間 

１１月２０日（火）～３０日（金） 

 本年度は「思いやりの心をもち、互いのよさを認め

合おうとする子の育成」～自他の人権を認め、差別・

偏見を許さない子に～をテーマに取り組んでいます。 

 今回は、１２月の生活目標である「思いやりの心を

大切にしよう」をもとに、各学級の取組目標を決めた

り、ふれあい委員会の児童が人権関係の本を紹介した

りします。 

  



 

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３・４年 多摩川台公園 

１０月１６日（火） 

 

  

 

 

 

３年  スマートスポーツプロジェクト ９月２８日（金）～１０月３０日(火)  

 3年生は、慶応義塾大学の協力の下、30mのタイムや GPSで記録 

した試合中の動きのデータを活用し、タグラグビーの試合でより 

効果的に動けるよう取り組んできました。攻撃の仕方を慶応義塾 

大学ラグビー部のコーチに教えてもらい、空いているスペースを 

見つけて攻撃できるようになってきました。また、ボールをもっ 

ていない時の動きがよくなり、パスをつなげて攻撃したり、スペ 

ースが大きく空かないよう守備の位置を考えて守ったりできるよ 

うになりました。 

６年 横浜市立小学校体育大会 １０月２５日（木） 

横浜市小学校体育大会が三ツ沢公園陸上競技場で行われました。 

横浜市の６年生の１／４が一同に集まる場面はこの大会以外あり 

ません。 

子どもたちは、100ｍ走や 400ｍリレーの選手たちの素晴らしい走りに、高い関心をもって応援

していました。また、「Let’s Dance With YOKOHAMA」では、他校と一緒に演技をしたり、他校の

演技を見たりする中で、集団での動きの美しさに感動していました。 

休み時間等を使って練習してきた長縄跳びでは、みんなで心を一つにして協力して跳ぶことがで

きました。 

 

１・６年 山田富士公園    

１０月３日（水） 

 

なかよし遠足に行ってきました 

【めあて】 ・自然のすばらしさを感じ取る ・交通道徳を守って行動する ・異学年との交流を楽しむ 

高学年が低学年のお世話をする姿がとても微笑ましかったです。 

２・５年 四季の森公園    

１０月１０日（水） 



行事予定【１１月】           

日 曜 主な内容 

 １ 木 読書週間（～１１／９） 

 ２ 金 
朝読（読み聞かせ１,３,６年） 

５，６年ネットモラル授業 

 ３ 土 文化の日おやじの会「ジャズ演奏会」 

 ４ 日  

 ５ 月 朝会 代表委員会 6,7組小中交流 

  ６ 火 委員会   

 ７ 水 朝読 すぎやまあきらさん物語ライブ 

 ８ 木 
就学時健康診断のため短縮４校時授業 

（１３：２０下校） 

  ９ 金 集会（３年音楽会発表）３年区音楽会 

１０   土  

１１   日  

１２   月 朝会 

１３   火 台リンピック２・５年 クラブ活動 

１４     水  

１５ 木 台リンピック３・４年 学納金引き落とし 

１６ 金 
朝読（群読１，２年） 

台リンピック１・６年 

１７ 土 土曜授業参観 

１８ 日  

１９ 月 朝会  

２０ 火 
人権週間（～２９日まで） 

避難訓練 クラブ活動 

２１ 水 

音楽集会１・４年 

区授業研究会のため短縮４校時

授業（１３：００下校） 

２２ 木 １，２年 鯛ヶ崎 公園探検 

２３ 金 勤労感謝の日 

２４ 土  

２５ 日  

２６ 月 朝会 

２７ 火 小中交流授業研究会のため短縮４校

時授業（１３：００下校） 

２８ 水 音楽集会３・６年 

２９ 木 ５年区球技大会（日吉台小会場 

３０ 金 
朝読（読み聞かせ２,４,５年、６,７組） 

６年心のふれあい劇場 

 
学校カウンセラー来校 

１日（木）午後  １２日（月）午前  

２０日（火）午後 ２９日(木)午前   

 子育てに関することや学校生活で気になることなど、相

談を希望される場合は児童支援専任または副校長までご

連絡ください。   学校 TEL  ５６１－２０４２ 

学校納入金の振替 
学年費・PTA 会費等  １１月１５日（木） 
 今年度、２回目の自動振替です。前日までにゆうちょ

銀行の指定口座の残高をお確かめください。今回の引き

落としは、後期分です。引き落としができなかった場合

は、現金にて直接納入していただくことになりますの

で、よろしくお願いいたします。 

【引き落とし金額（手数料含む）】 

家庭数児童    １～５年  ６，３１０円 

         ６年    ６，９１０円 

         ６・７組  ５，１１０円 

家庭数でない児童 １～５年  ４，２１０円 

         ６年    ４，８１０円 

         ６・７組  ３，０１０円 

研究授業の公開 

１１月２６日（月） 
 校内研究会で取り組んでいる道徳科の研究授

業を保護者の方に公開いたします。参観には、次

のことをお願いします。 
※・自転車での来校禁止・名札着用 
・写真撮影、ビデオ撮影の禁止 
３校時（１０：４５～１１：３０） 
・２－２ 指導者 渡部 恭子 
・２－３ 指導者 小池 みほ 
４校時（１１：３０～１２：１５） 
・４－２ 指導者 鈴木 華子 
５校時（１３：４０～１４：２５） 
・５－１ 指導者 上村 智美 
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