
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水田活動のあゆみ 
                                                             副校長  加藤 義治 

 

 南本宿小学校に赴任してはや 1 年 10 か月近く過ぎました。常日頃より本校の教育活動にご理解ご協力あ

りがとうございます。1 月末は本来の冬の寒さとなり、日に日に寒さが強まっているように感じます。子ど

もたちは、毎日寒いながらも、上着で調整しながら、教室の換気に気を付けて過ごしています。皆様におか

れましても、体調に気を付けてお過ごしください。 

年末の学校評価アンケートでは、多くのご回答をいただきありがとうございま

した。全体の集計結果については、分析した上で３月上旬にお知らせしますが、

「地域・保護者の皆様が感じる南本宿小学校の強み（良いところ）や、児童の素敵

だなと思うところ」の項目において特にご意見の多かった本校の特色ある活動の

一つ「水田活動」が始まったいきさつについて、今後の活動の一助となることを

願い、記録を探し、まとめてみました。 

水田を始めたころの精神を引き継ぎつつ、今後も子どもたち、地域・保護者とともに学校教育目標の「南

本小の子 ともに明日をつくる子 楽しみ学び続ける子」実現のために、よりよい、持続可能な水田活動の

在り方を模索していきたいと思っています。 

令和４年度も水田ボランティアをはじめ、登下校の見守りの学援隊、家庭科ボランティア、読み聞かせボ

ランティア・図書ボランティア、各 PTA 活動、校外委員の活動など、多大なご支援、ご協力、本当にありが

とうございました。次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

学校だより 
令和５年１月３１日 

横浜市立南本宿小学校 

校長 鈴木 亘世 

Ｎｏ．５６３ 

１月 凍てつく空に寒椿 

学校 WEB ページでも、学校・各学年の様子をお知らせしています。【みなほんしょう】で検索。  

https://www.edu.city.yokohama. lg . jp/school/es/minamihonjuku/  

１月 11 日(水)・12 日（木） 書き初め 

新年最初の行事として、全校で書き初めを行いました。１・２年は硬筆、３～６年は毛筆で、気

持ちをこめて、字のバランスや止め、はねに気を付けて最後まで丁寧に書きました。それぞれの力

作が体育館に並ぶ様子は壮観でした。 

１年「お日さま」  ２年「新しい年」  ３年「友だち」 

４年「明るい心」  ５年「新しい風」  ６年「将来の夢」 

SDGｓ委員会の取組「野菜コンポスト」 

給食室で出た生ごみの一部を、学年花

壇にあるコンポストで堆肥にして活用で

きるよう、取り組んできています。子ど

もたちが環境に関心をもつきっかけとし

ても活用していければと思います。 

椿と目白 

１月 13 日（金） どんど焼き (３年) 

グリンサイド清盛さんからお招きいただき、万騎が原地域ケ

アプラザで行われたどんど焼きに参加しました。 

どんど焼きについての説明を聞き、正月飾りなどのお焚き上

げを見学したり、どんど焼きの火で焼く団子炙り体験にも参加

させていただいたりしました。無病息災を願って、自分たちが

炙った団子を美味しくいただきました。 

おいしい！ 

冬に南本宿公園を歩いていると、よくメジロに出会います。梢を渡ってい

くかと思えば、草むらを出入りしたりと、目まぐるしく飛び回っています。 

一見つかみどころのない動きですが、どうやらお気に入りの場所がある

ようです。それは、ツバキの花。冬に咲くツバキは、花の蜜が好きなメジロ

にとって貴重なカフェなのです。ツバキにとっても、昆虫が少ない季節に花

粉を運んでくれるメジロは、大切なお客さんです。巧まずして、支え合いな

がら冬を乗り切ろうとしているのですね。 

 

 昭和 60（1985）年、横浜市緑政局西部公園事務所から「こども自然公園」内の旧水田を復元して、
子どもたちに稲作りを体験させては」との提案があったことが本活動の始まりだった。稲作りの技
術指導をしてくださる方がいるかどうか危惧されたが、学区内に農家が存続していたこともあり、
地域有志の皆様から「子どもたちのために役立つならば」と本校の依頼に技術指導の協力を快諾し
てくださり、実現へと大きく前進した。旧水田の復元は予想以上の困難を極めた。当時は湿生植物
園となっていたので、まずは葦の刈り取りを行い、根の除去と作業は進んだ。しかし根は想像以上
に深く、すべてを取り除くには大変な労力と時間が費やされた。機械だけで取り除くのには限界が
あったので、地域有志、公園事務所の方々が泥にまみれながら作業を続け、水田を復元することが
できた。葦の根は小型トラック 10 杯分になった。そして、昭和 61（1986）年度から万騎が原小と一
緒に本格的に教育水田の活動が始まった。地域有志の水田指導員さんの細やかな指導により、手足
を泥んこにしながらの田植え、暑い中の草刈り、鎌を使った稲刈りを行った。当時の新聞に『泥ん
こ田植え「面白い」「温かい」と 2 時間 初体験に大はしゃぎ』と取り上げられた。（現在も「タウ
ンニュースに田植えと稲刈りの活動が毎年取り上げられている。令和 3・4 年度には YCV でも水田活
動の取り組みが紹介された。）開校当初から行っていた餅つきもこの年から収穫した米で行うように
なった。水田指導への感謝の会や高齢者との交流会も同時に行われるようになり、子どもは「体験」
「ふれあい」「感謝」を基軸にしながら収穫祭を楽しむようになった。昭和 61 年から万騎が原小学
校との水田活動が始まったわけだが、両校ともどこかの学年に活動を固定するのではなく、全校で
関わっていくという形で 36 年間活動が続けられている。 

次の文は、『稲作 10 年のあゆみ』として平成 8（1996）年発行の記念誌に地域有志（水田指導員）
の方が寄稿してくださったものです。「日本の国に稲が入ってきたのは 3000 年前、そして日本の稲
作農業は 2000 年の歴史があるといわれています。今、都会の子どもたちに絵を描かせると４本足の
ニワトリを描いたりとか、木になったジャガイモを描いたりとか…？南本宿・万騎が原小学校の子
どもたちは教育水田で稲作りをしているおかげで、植物が生長する過程について実体験を通して味
わっていると思います。そしてそれが自然の素晴らしさ、食べ物の尊さの理解につながっているも
のだと思われます。素晴らしい自然に囲まれたこども自然公園内の水田が何時までも教育水田とし
て存続して稲づくりが行なわれ、子どもたちが大人になった時に、よい思い出として残ることを願
うものです。」  
 

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/minamihonjuku/


 
 

   
 

 

日 曜 2 月 の 予 定 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

1 水 集会 体力アップ：長縄〔低学年〕        

2 木 朝読書（読み聞かせ・図書委） 体力アップ：長縄〔中学年〕       

3 金 委員会活動       

4 土        

5 日        

6 月 体力アップ：長縄〔高学年・中休〕        

7 火 朝会        

8 水 学援隊感謝集会(TV・朝) 体力アップ予備日       

9 木 朝読書 代表委員会(KG まとめの会) SC 午後        

10 金 
特別５校時(１・２年通常 4 校時)  

クラブ活動(３年クラブ見学) ※成績処理期間(17 日まで) 
      

11 土 建国記念の日       

12 日        

13 月 
通常４校時 体力アップ予備日  

万騎が原中新入生保護者説明会[14:30] 
      

14 火 通常４校時        

15 水 通常４校時 集会【図書】       

16 木 通常４校時 朝読書(読み聞かせ・かたりーべ)       

17 金 通常４校時       

18 土        

19 日        

20 月 
授業参観（全）(6 年生：成長を伝える会)〔5 校時〕  

学級懇談会〔14:40〕 
      

21 火 学校運営協議会[15:00～16:30・図書館]       

22 水 集会       

23 木 天皇誕生日       

24 金 委員会活動【最終回】       

25 土        

26 日        

27 月        

28 火 朝会 防犯教室(６年生参加・万騎中)[午後]       

◆ スクールカウンセラーの２月予定について ◆ 

スクールカウンセラー・小川みなみ先生の２月の来校予定は次のようになっています。ご

相談のある方は副校長・児童支援専任までご連絡ください。なお、感染症対策として、電話

面談をご希望の場合には対応できますのでお伝えください。 

＜来校予定日＞ ２月７日(火)全日・14 日(火)午前・28 日(火)午後 

◆ ３月の主な予定 ◆ 
○３月３日(金)  代表委員会     

○３月 14 日(火) 卒業式予行練習(２・３校時)                 

○３月 16 日(木)  通常４校時(13:20 下校)※卒業式前日準備のため 

○３月 17 日(金)  8:30～8:50   ６年生を送る会 ※前後する可能性があります。 

10:00～12:00 第 46 回卒業証書授与式  

○３月 20 日(月)～24 日(金) 短縮４校時(12:00 下校・給食なし)  

○３月 24 日(金) 離任式・修了式 

※変更の可能性もあります。ご了承ください。 

 

◆ 専任便り Vol.５ ◆ 

 冬も本番となり、夕方に暗くなるのが早い季節となっています。暗くなる前に帰宅できる

ように冬季の学校の校庭使用は４時までとなっていますが、公園等で遊ぶ際にも暗くなる前

に帰宅できるよう、お子さんと約束を決めていただければと思います。 

また、自転車で公園等に遊びに行った帰りには、交通事故を防ぐために早めに自転車のラ

イトをつけるよう学校でも話をしていきます。ご家庭でもお声かけをお願いします。 

  

 

☆落とし物について☆ 
普段は職員室前の長机に、校内で見つかった 

落とし物が保管されています。授業参観の際には、 

昇降口を入ったところに展示しますので、ご確認を 

お願いします。また、持ち物には必ず記名をお願い 

します。記名があるものは、すぐに持ち主の子ども 

たちの手元に戻せることが多いです。どうぞ、よろ 

しくお願いします。 

◆学援隊感謝集会について◆ 

いつも、学援隊の皆様方には登下校の見守り等、大変お世話になっております。 

南本宿小学校では、今年度、２月８日(水)に学援隊感謝集会を予定しています。現在、新型

コロナ感染症やインフルエンザ A 型が猛威を振るっており、学級閉鎖をしているクラスもあ

る状況ですので、学援隊の代表の方々に来校していただき、TV 放送で行う予定です。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。 

☆プール工事について☆ 
２月～３月末まで、本校の正門横にある

プールの改修工事を予定しています。通行

の際には、お気をつけください。プール周

辺には駐輪・駐車ができなくなります。 

☆授業参観・懇談会について☆   
＜日時＞２月 20 日(月) 授業参観 ５時間目(13:35～14:20)※６年生は「成長を伝える会」            

学級懇談会 (14:40 頃から) ※授業参観終了後 

※詳しくは、先日配付のお知らせをご覧ください。 

☆令和４年度卒業式について☆ 
 令和４年度 第 46 回卒業証書授与式を３月 17 日(金)に実施します。今年度も感染症等の 

対策のため、保護者の参加は２名までとさせていただきます。また、事前に座席の位置を決 

めるくじ引き等はせず、当日朝に受付をされた順に入場し、座席にお座りいただく予定で 

す。正門の開門時刻など詳しい実施方法につきましては、後日配付のお手紙にてお知らせし 

ます。 

☆本校職員の復職・着任について☆ 
＜復職＞ 養護教諭  芳賀 有里加  

＜着任＞ 非常勤講師 大原 陽子 

     ※６年３組体育を受け持ちます。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 


