
【教育相談コーナー】 

１月８日(火)〔午前〕・１７日（木)〔午前〕・２２日（火)〔午後〕・３１日（木)〔午前〕

日 曜 １ 月 の 予 定 

7 月 短縮 4校時(給食無) 朝会 

8 火 短縮 4校時(給食無) 身体計測(4・5 年)  

書き初め(3･6 年)[体育館] カウンセラー〔ＡＭ〕 

9 水 給食開始 書き初め(4・5 年)[体育館] 身体計測(3・6 年) 

10 木 体力アップ：楽しく RunRun 身体計測(1・2 年)  

11 金 体力アップ：楽しく RunRun 委員会活動  

身体計測(個)  

12 土  

13 日 どんど焼き(浄性院･上田神社) 

14 月 成人の日 

15 火 校内書写展〔18 迄〕集会(3・5 年) 

16 水 短縮 4校時 

【区一斉授業研(理科)→4-2,6-2 は 5 校時】  

17 木 朝読書(かたり～べ 3・4・5 年)  

体力アップ：楽しく RunRun カウンセラー〔ＡＭ〕  

18 金 特別時程 クラブ活動(3～6 年)【見学】  

幼保小交流(1 年) 雅楽体験(5 年) 

19 土  

20 日  

21 月 体力アップ：楽しく RunRun 

22 火 体力朝会【楽しく RunRun】カウンセラー〔ＰＭ〕  

租税教室(６年) 幼保小交流(５年) 

23 水 サッカー食育キャラバン(2 年)〔3･4 校時〕万騎中職業体験 

24 木 給食週間〔30 迄〕 朝読書 体力アップ：楽しく RunRun 

25 金 地域の皆様との交流給食会 代表委員会 

26 土  

27 日  

28 月 通常 4校時 小中交流会【万騎中での授業参観・協議会】   

29 火 集会 体力アップ：楽しく RunRun  

30 水 体力アップ：楽しく RunRun 

31 木 通常 4校時(1-2,2-2 校内授業研究会のため) 音楽朝会  

カウンセラー〔ＡＭ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

新年あけまして おめでとうございます。 
 

冬空の下、校庭から子どもたちの元気な声が響いてきます。ドッジボールやハンドボール、バ

スケットの 3×3、どれも自分たちでルールを決め楽しそうに遊んでいます。子どもたちは遊び

の中で、互いにルールを守ることや自主性、安全への意識を育みます。造形砂場ではスコップで

山を作ったり、砂の中からきれいな小石を拾い集めたり、泥団子を作ったりと、大賑わいです。

造形的な感覚や美しいものを創りだす喜びはこうした自由な遊びの中で育つのでしょう。 

 一方で新たに急速に広がっている遊びがオンラインゲームです。ほんの数年前まで「遊ぶ約束」

は公園や自分たちの家でしたが、今の子どもたちにとってはネット上も「遊ぶ約束」の場となっ

ています。姿の見えない相手とも、実際の友達とも隔てなくインターネット上の空間を超えた新

しい遊びをしています。公園で遊ぶ際には交通事故やけがなどを心配しますが、新しい遊びには

別の危険が潜んでいます。相手の姿が見えないことを悪用した「なりすまし」に騙され被害者に

なったり、友達の悪口をネット上にアップしたために「炎上」が起きたりするなど、法整備や使

う側の知識、モラルが情報技術の進展速度に追いつくことができていません。安全のために子ど

もに与えたスマホが、犯罪への入り口になる事例も数多く生じています。 

 本校では日産財団の助成を受け、タブレット端末の利用やプログラミングの基礎を学ぶ機会を

積極的に取り入れています。子どもたちがよりよく生きるためのツールとして情報技術は必須で

すので安全に、有効に活用できるよう、今年も保護者、教職員など大人の研修会を充実させます。

子どもたちを犯罪被害から守り、社会人として豊かな人間関係を築くことができるように、地域

社会全体が力を合わせていきましょう。 

  

 正月になると北風に吹かれながら凧糸を継ぎ足し、足りなくなると駄菓子屋に走り、また新し

い糸を継ぎ、近所の友達と夕暮れまで遊んだ子どものころを思い出します。そんな五感をフルに

使った直接体験と情報技術を相互に補完することを学びながら、未来を拓く子どもたちの成長が

何よりも楽しみです。 

  

職員一同、今年も全力で業務に当たりますので、どうぞよろしくお願いします。 

  

 

 

【教育相談コーナー】 
 

学校カウンセラーの渡邉 昌子 先生の１１月の来校予定です。ご相談のある方は、養護教諭までご連絡ください。  

１１月１日(火)〔午後〕・１０日（木）〔午前〕・１８日(金)〔午前〕 学校だより 
平成３１年１月７日 

横浜市立南本宿小学校 

校 長  石川 英雄 

Ｎｏ．５１８ 

１～３月の目標 「体を鍛える」 
 

 ［生活］寒さに負けず、元気に過ごそう。［保健］正しい姿勢で過ごそう。 

［給食］好き嫌いしないで、食べよう。 
 

◆楽しく RunRun◆ 
 

体力向上を目的として、１月上旬より、自分に合ったペースで走る活

動を、中休みを中心に計１０回予定しております。詳しくは１２月１９日に

配付しましたお知らせをご覧ください。 

※１月22日(火)は中休みではなく、朝会の時間に実施します。 

◆書き初め・校内書写展◆ 
 

８日(火)・９日(水)は書き初

めです。１・２年生は教室で、３

年生以上は体育館で行いま

す。３年生以上は習字道具・

手本・新聞紙等忘れ物のない

ようお声かけください。また、

子どもたちの作品を校内書写

展としてクラス前廊下に展示し

ます。１５日(火)～１８日(金)の

期間、１３時４５分～１６時まで

開催します。子どもたちが一

年の始まりにあたり、思いを込

めて書いた作品をぜひご覧く

ださい。 

◆学習参観・学級懇談会◆ 
 

２月１４日(木)は今年度最後の学習参観・学級懇談会です。５時間

目に学習参観があり、６年生は「成長を伝える会」を行います。 

１５：００からの懇談会では、次年度の委員【学年成人保健・広報・指

名・水田】を決めることになります。スムーズに会が進められるよう、多く

の方の出席をお願いします。詳しくは、後日配付しますお知らせにて

ご確認ください。 

◇２月のおもな予定◇ 
 

1 金 
委員会活動  

親子で学ぶわくわく教室「４年生星空

観察会」19:00～ 

4 月 
新１年生保護者説明会 

〔13:45 受付 14:00 開始〕 

1･2年通常 4校時 

5 火 朝会 カウンセラー〔ＰＭ〕 

6 水 楽しく RunRun 

7 木 
通常 4校時(給食有) 

市学力・学習状況調査【国・理・生活意識】   

8 金 
通常 4校時(給食有)  

市学力・学習状況調査【算・社】 

12 火 学状欠席者調査日① 

13 水 学状欠席者調査日② 

14 木 

朝読書 楽しく RunRun  

学習参観〔5 校時〕  

学級懇談会〔15:00〕  

カウンセラー〔ＡＭ〕 

15 金 
個別級合同学習発表会[保土ケ谷公会堂] 

代表委員会 

18 月 通常 5校時  

19 火 通常 5校時 集会【エコ委】 

21 木 
通常 5校時 音楽朝会  

カウンセラー〔ＰＭ〕 

22 金 
特別 5校時(1-3年 4校時) 

クラブ活動 

26 火 
リコーダー講習会（２年）  

カウンセラー〔ＡＭ〕  

28 木 朝読書（かたり～べ 1・2・6 年） 

※  予定ですので、日時等が変更になる場合もある

ことをご承知おきください。 
 

 

◆旭区一斉授業研究会◆ 
  

１６日(水)は旭区内の小学校において授業研究会が行われるため、

給食終了後１２時５５分完全下校となります。なお、本校では、４年２組

西守級と６年２組朝倉級が研究授業に取り組みます。当該クラスは１４

時４５分下校となりますので、ご承知おきください。 

学校への電話連絡は平日７時４５分から１７時３０分までにお願いします。ご承知おきください。 



。  

 

今年初めて気温が 10度に届かず、風が肌を刺すような朝。 

「先生、もみじがいっぱい」 

この数日で一気に落ちたものか、散り敷いたカエデの葉が、冬の訪れを告げています。 

春から秋まで子どもたちを楽しませてくれた生き物の姿も、めっきり少なくなりまし

た。では、彼らはいなくなってしまったのでしょうか。いいえ、そんなことはありませ

ん。最近、子どもが見つけたのは…ナナホシテントウ（成虫）・ツチイナゴ（成虫）・モ

ンシロチョウ（幼虫）・コガネムシのなかま（幼虫）。冬でも意外にいるものですね。い

なくなったかに見える虫も、卵やさなぎなどの姿でひっそりと冬を越しています。 

植物はどうでしょうか。葉を落とした木々は枯れたのではなく、寒さに強い冬芽をつけています。枯れてしま

った草も、種や球根などに姿を変えて命をつなぎ、あたたかい土の中で眠りについているのです。 

“You Must Believe In Spring”*―厳しい時を乗り切るすべはそれぞれ違いますが、きっと来る春を待って…。 

 

*：ミシェル・ルグラン作曲、アラン＆マリリン・バーグマン作詞のスタンダード・ナンバー。ビル・エヴァンスの

ピアノ演奏が有名。 

 

 

12 月 きっぱりと冬が来た 

万騎中ブロックの小中学校が集まり、音楽会が行われました。子ども達は緊張している様子でしたが、これま

での練習の成果を発揮し、のびのびと歌うことができました。さらに他校の合唱や演奏を鑑賞し、良い時間を過

ごすことができました。 

11 月 27 日（火）万騎中ブロック音楽交流会 (３年 ) 

 

11 月 30 日（金）旭区親善球技大会 (５年 ) 

 
万騎が原小学校にて、両校の児童の交流を目的に、バスケットボールとサッカーの試合を行いました。子ども

たちはチームの枠を越えて声をかけ合いながら、パスをつないで得点につなげる楽しさを感じていました。 

電車を使って泉図書館へ行き、本の借り方や図書館での過ごし方、

本の探し方、本の並び方など図書館内でのいろいろなきまりを教え

てもらいました。特別に本を読んでもらったり、本を２冊も借りた

りして、有意義な時間を過ごしました。 

12 月 11 日（火）泉図書館見学 (２年 ) 

 

大きな図書館に来た！ 

しずかにお話を聞こう。 

12 月 11 日 (火 )幼保小交流会 (１年 ) 

 

近隣の園から来年度新１年生になる年長さんたちを学校に招き、「ともだちいっぱい会」（幼保小交流会）を開

きました。 

当日は「年長さん、早く来ないかな」と、朝から子どもたちはわくわく、ドキドキしていました。しっかりと

手をつないで特別教室を案内し、教室では自分たちが使っているランドセルを背負わせてあげるなど、年下の友

達に対してお兄さん、お姉さんらしい姿が見られました。 

この本、面白いよ。  

一緒に読もう。  私のランドセル  

背負ってみる？  

中身を入れると  

重いんだよ。  

32 年目となる教育水田活動。今年も豊作となり、子どもたちは自分たちでついたもちを体育館でおいしそう

に食べました。 

また、今年度から活動内容を大きく変え、各クラスで教育水田活動と SDGs（持続可能な開発目標）とのかか

わりを考える学習をしました。子どもたちは、環境や食糧といった地球レベルの問題が、実は自分たちの生活と

もつながっていることに気付きました。 

12 月８日（土） 南本フェスティバル  

社会科の学習の一環として、横浜市会と横浜地方裁判所を見学しました。実際の議場や裁判所で見聞したこと

を、子どもたちはこれからの学習に生かそうと意欲的でした。 

昼食では、「横浜発祥の食べ物を食べよう！」というめあてを立て、自分たちで調べたものをレストラン等で

食べに行きました。ナポリタンやサンマーメン、カレー、タンメンなどに舌鼓をうちながら横浜の歴史を感じる

ことができました。 

12 月 11 日（火）横浜見学 (６年 ) 


