
 
 
 
 
 

秋の風が冷たく感じられるようになりました。後期になり、気持ちも新たに、学校生活を送ったり学習に取り

組んだりしています。 

今月は、１７日（土）に土曜参観日があります。子どもたちの学習の様子を見ていただくとともに、各学級

で家庭・地域の方に学習に参加していただき、交流を深める目的で行います。ぜひご参加ください。また、読

書集会や教師による読み聞かせ「はまっこ読書タイム」があります。日ごろの「読書タイム」での取組に加え

て、いろいろな本に親しめる読書の秋にしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★下校時刻の変更について 

 次の通り、下校時刻の変更があります。ご確認ください。 

１１月１４日（水） 授業研究会の為（短縮４校時終了後下校）      １３：０５下校    

    １７日（土） 土曜参観日（４校時終了後下校）         １２：３０下校    

    ２２日（木） 就学時検診のため（４校時終了後下校）      １２：３０下校    

３０日（金） 公開授業研究会準備のため（４校時終了後下校）  １２：３０下校    

  １２月１日（土） 公開授業研究会のため（３校時終了後下校）    １０：２０下校    

★落ち葉清掃について 

 昼の時間を使って、落ち葉清掃が色ごと（赤・黄・青）に行われます。持ち物は、軍手とビニー

ル袋です。どちらも記名をして持たせてください。色ごとに１回ずつ取り組みます。色によって清

掃の日が異なりますので、各クラスで配付する「学習予定」で日にちをご確認ください。 

★めだかっこ集会について  

 １２月１３日（木）２・３校時に体育館にて、めだかっこ集会を行います。実行委員を立ち上げ

て、司会などの役割も子どもが行います。保護者の実行委員（活動委員）さんたちと、子どもたち

で一緒にできる活動を考え、決定していきます。活動委員の方との打ち合わせを、１１月１６日

（金）１－２の教室にて１４：４５～予定しています。実行委員になった児童も、下校時刻が１５：

２０頃になります。各クラスの活動委員の皆様も、よろしくお願いします。 
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１くみ 

１の１ たのしいあきとなかよし 

２くみ 

わくにこ つうがくろたんけんたい

～大岡の時間の様子をお伝えします～ 

学校の校庭や中庭、近隣の公園へ行
って秋みつけや秋遊びをしていま
す！自然の不思議や面白さも発見し
ています！ 

３くみ げんきいっぱい  

     なかよしハムスター 

ハムスターを幸せにするために、ハム

スターに寄り添いながら世話の仕方を

考え、大切に世話をしています。 

自分の通学路にある面白いものを見

つけたり、出会う人と話をしたりし

ながら探検をしています。 



 
  

  

 

 

 

 
朝夕は肌寒く感じる季節になりました。教室内が過ごしやすくなったこともあり、子どものたちの様子も、

落ち着いてじっくりと話を聞く姿が見られます。 

 １１月は、芋ほりをしたり、落ち葉拾いをしたりと季節を感じる活動があります。スポーツの秋、食欲の秋

と様々な秋がありますが、子どもたちの中でこれまでの学習の成果が実ってくれるものと、担任一同期待して

います。１１月もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お知らせとお願い☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○金沢動物園見学について 

 ８日（木）に出かけます（雨天：16 日に延期）。詳しくは、先日配付したお知らせやしおりをご覧

ください。 

○ノートについて 

 学習が進み、ノートが２・３冊目になる児童が見られるようになってきました。ノートを見ると、マ

スが大きかったり、小さかったりと、年度当初に指定したサイズと異なるものを見かけます。年度当初

に指定したサイズは子どもの発達段階に合わせたものです。下にサイズを載せておきますので、参考に

してご購入ください。 

国語 １８ｍｍマス（１２マス×８） 

漢字 ５０字（１０マス×５行） 

算数 １２ｍｍマス（１３×１７マス） 

○めだかっ子集会について 

12 月 7 日（金）１０：４５から行います。詳しくはおたよりでお知らせします。 

 
平成３０年１０月３１日 
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第 2 学年だより１１月号 

２組 飯島 佑奈さん 

スポーツフェスティバル振り返り 

＜１くみ＞ 

 ぼくは、スポフェスでメディシ
ングボールでさいしょにれんしゅ
うしたときは、おそかったけどみ
んなちがう学年だったけどみんな
できょう力したらスポフェスでメ
ディシングボールでがんばってで
きました。ぼくがみんなときょう
力をしないとみんなががんばって
もぼくががんばらないといけない
と思ってやったらいいようになっ
たと思いました。じ分ががんばっ
てよかったです。 

 
 

わたしは、みんなとおうえんで
きょう力できたと思います。りゆ
うは、おうえんパート１とおうえ
んパート２のおうえんでみんなと
声をだしたり、１年生とこうどう
できたりしたからみんなできょう
力できたと思います。 

＜３くみ＞ 

 ぼくは、メディシングボールで
ほかの学年のメンバーときょう力
してかつどうできたなと思いまし
た。どうしてかというと、タイム
をはやくするためにみんなでいけ
んを出し合って、くふうをしてい
たからです。どんなところできょ
う力していたかというと、メディ
シングボールのさくせんかいぎの
ときです。 
       
 

わたしは、スポフェスのメディ
シングボールで、なかよしグルー
プときょう力してできました。さ
いしょはじょうずじゃなかったけ
ど、グループの人に教えてもらっ
て前よりずっとうまくなったと思
います。青ぐみもゆうしょうでき
たからいいなと思います。来年
は、１、２年生にいっぱい教えら
れたらいいなと思います。 
        

 

＜２くみ＞ 

 わたしは、玉入れで、れんしゅ
うの時、ぜんぜん入らなかったけ
ど、ひみつれんしゅうや１年生と
話し合ったりして、本ばんでは、
１、２年生ときょう力して、玉を
入れました。２年生だけでは、５
０こも入ったので、ちょっとない
てしまいました。そのくらいすご
くうれしかったです。あの時のこ
とは、わすれません。 
       
  
 ぼくは、玉入れで、れんしゅう
では３こくらいしか入れられなか
ったけれど、本ばんでは、１０こ
くらい入れることができて、とて
もうれしかったです。 
 おうえんでは、大きい声でみん
なのことをおうえんすることがで
きました。いっしょうけんめいお
うえんしたので、ゆうしょうをし
たと思います。とてもたのしいス
ポフェスになりました。 
       



 
 
 
 
 
 

◆お知らせ◆ 
○南区児童音楽会についての確認 
 服装については、先日配付しましたおたよりでご確認ください。補足ですが、スカート着用の女子は、スカー

トの下にはレギンスやタイツではなく、ソックスをはくようにしてください。また、校章は必ず必要ですので、

購入が必要な場合は早めにご購入をお願いします。当日は、プログラム、水筒（雨の時は上履きも）、空の弁当

箱をもっていきますので、リュックでの登校でお願いします。教科書は置いて帰ります。雨天時は傘をさしてい

きますが、会場で回収します。必ずわかるところに名前を書いておいてください。 

 また、南公会堂での保護者の方々は鑑賞できませんが、同日の朝に行われる音楽朝会では、鑑賞いただけます。

時間は、８：２５開場、８：３０開演、場所は体育館で行います。よろしくお願いいたします。 

 昼食の時間は、通常の時間とは異なります。お弁当を忘れないように持たせてください。 

○めだかっこ集会 

 １２月６日（木）３・４校時に行います。詳細は後日お知らせします。 

○１１月１４日（水）の下校時間について 

 １組、２組は１３時０５分下校、３組は１４時４０分下校となります。（授業公開のため） 

クラスによって下校時間が異なりますので、ご確認をお願いいたします。 

 

 
 

№２【５月号】 

  
大岡川の桜の木々が色づきはじめ、水面に秋の姿を映し出しています。１１月１５日（木）には、南

区児童音楽会が行われます。子どもたちは、「心を一つにしてきれいな声を出し、みんなが笑顔になる

音楽会にしよう」というめあてを立て、歌の練習に日々取り組んでいます。これからは本番を意識して、

体育館の練習も行います。素敵な音楽で、自分たちも楽しく、聴いている人も楽しくできる演奏を目指

し、がんばっていきます。練習の成果を発揮できるよう、体調管理にご協力よろしくお願いします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 わたしは、メディシングボールと応

援で、なかよしグループのみんなと協

力できたと思います。なぜなら、「も

っと下がってね。」など、立つときに

足の幅を広げるなどみんなで注意で

きたり、全力で声を出し合えたりした

からです。     

ぼくは、きれいな声で、高い音や低

い音に気をつけて歌いたいです。理由

は、今高い音があまりきれいに歌えて

いないので、高い音に気をつけて練習

して、本番自分の百パーセントの力で

歌いたいです。  

 ぼくが頑張りたいことは、二つあり

ます。一つ目はきれいな声で歌うこと

です。二つ目は、自分とみんなのため

に歌うことです。本番のときには自分

のマックスな声で歌いたいです。その

ために、練習を大事にしていきたいで

す。        

跳びつき綱引きでは、綱を取りに行

って引くときに、４年生と３年生が

「そーれ！」と言ったり、ピンチのと

きに「黄色！」と助けを読んだりして、

協力して取り組むことができ、仲も深

めることができました。 

 ぼくが頑張ったことはメディシン

グボールです。練習では座るのが早く

てタイムロスしてしまっていたけれ

ど、本番ではすぐに座らずいいペース

でボールが通ったからメディシング

で速い記録が出せました。 

ぼくが頑張ったことは四つありま

すが、とくに頑張ったことは、メディ

シングボールです。速く次の人に渡し

たので、早く終わることができまし

た。来年は、赤組が優勝できるように

したいです。   

平成３０年１１月２日 ＮＯ.８ 

ぼくは、音楽会で頑張りたいこと

は、ミッキーの声で歌い、きれいな声

を出すことです。あと、こぶし１個分

くらい口を大きく開けて歌いたいで

す。このことを意識して、全部歌い切

りたいです。   

応援合戦のわっしょいわっしょい

で、全力で応援できました。いつもは、

腕が疲れて腕を下げてしまったけど、

スポフェスではしっかり腕を上げ続

けて応援することができました。嬉し

かったです。  

わたしは、きれいな声を出して、強

弱に気をつけて歌いたいです。だか

ら、そのために心を一つにしたいで

す。そして、今までやってきたことに

気をつけて、本番に生かしていきたい

です。      

跳びつき綱引きでは、最初、負けま

した。だけど、二回戦のとき、始めに

四年生が綱に行って、次に三年生が行

って、四年生と協力して引っ張ること

ができてよかったです。わたしは、協

力がとてもいいなと思いました。 

クローバー 

ぼくが音楽会で頑張りたいことは、

歌に気持ちを込めて歌うことです。な

ぜなら、気持ちを込めて歌わなかった

ら、きれいな声を出せないと思うし、

他の学校のみんなにも、上手だなと思

ってもらえるような歌を歌いたいか

らです。     

 わたしは、きれいな声で音程を間違

えずに歌いたいです。そのためには、

ふざけたり隣の人としゃべったりす

ると音に遅れて焦ってきれいな声が

出せないと思うので、練習を頑張って

めあてを達成したいです。 



 
 
 

  
 
 

校庭の木々も色づき始め、教室に吹き込む風が心地よく感じられる季節になりました。季節はすっかり秋

です。スポーツフェスティバルでは、多くの方にご来校・ご参観いただきありがとうございました。当日だ

けでなく、当日までの取組にもたくさんのあたたかい声かけや見守りをしていただき、子どもたちの励みと

なったことと思います。秋は各クラスの学びに一層深まりが出る季節です。引き続きご支援・ご協力をお願

いいたします。 

 

 
  
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 

 

★落ち葉清掃について 

１組は９日（金）、２組は１２日（月）、３組は２０日（火）の昼休み～そうじの時間を使って、なか

よしグループで落ち葉清掃を行う予定です。軍手・ビニール袋をご用意ください。 

 

★社会科見学で吉田新田の見学を１２月６日（木）に計画しております。お弁当・水筒の準備及び電車賃の

集金（当日出席者のみ後日集金いたします。）へのご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたしま

す。詳細は後日別紙プリントでお知らせ致します。 

ぼくが後期がんばりたいことは、国

語です。なぜかというと、国語は前期

はみんなの前で発表をするときにあま

り文をまとめていなかったので、後期

にまた前で発表するときには、ちゃん

と文をまとめたいです。 

私が後期がんばりたいことは、自分

から積極的に動き、意見をちゃんと言

いたいです。なぜなら、前期では、友

達や先生に言われてから動くときがあ

ったから、自分が気がついたら積極的

に動きたいです。 
  

わたしが後期にむけてがんばりたい

ことは、大岡です。影絵では、みんな

で協力したり、ここはかえようって話

し合えるからです。２つ目は、クラブ

です。音楽クラブでは、もっと音楽を

知りたいし、みんなで教え合ったりし

てなかよくしていきたいからです。 

ぼくが後期に向けてがんばりたいこ

とは、大岡です。いえまちふれあいタ

イムや文化祭で影絵を発表したいから

です。まちのいろいろな場所でやるこ

とがあるから、きんちょうせず発表し

たいです。 

ぼくが後期にむけてがんばりたいこ

とは、大岡です。ストーリーの発表に

向けて、前期よりもパワーアップした

いからです。２つ目は、行事です。き

ちんと人前で話せるようにして、自分

で目標をたてて、目標にむかってがん

ばりたいからです。 

後期がんばりたいことは、文化さい

です。理由は、文化さいの実行いいん

なので、４の１に来てくださった人が

プリンのことを知れて楽しかったと思

ってくれる文化さいにしたいです。そ

のために、アピール集会では、みんな

が来てくれるように頑張りたいです。 

わたしの後期がんばりたいことは、

もっと字をきれいに書くことです。理

由は、そのきれいな字を書いたり見た

りすると、どんな人でも気持ちがよく

なるからです。２つ目は、わすれもの

をへらすことです。  
   

私は後期にがんばりたいことは前期

よりいっぱい発言することです。たく

さん発言するために、友だちや先生の

言っていることをちゃんと聞いていき

たいです。       

ぼくが後期にがんばりたいことは字

です。ぼくは字があまりきれいに書け

ないので、後期にはきれいに書けるよ

うにしたいです。２つ目は発言です。

授業の時、今までもたくさん意見をい

えたけれども、後期はもっとたくさん

手をあげたいです。 



  
 
 
 

  
朝や夕方が肌寒く感じる季節となってきました。スポーツフェスティバルが終わり、校内の雰囲気も落ち着い

てきたこともあり、次はクラスや学年の活動へと子ども達の意識が向くようになってきました。 
１１月は球技大会が開かれることもあり、学年や仲間とのつがなりをこれまで以上に大切にしていかなければ

なりません。また、子ども達の発達の過程においても、仲間意識が増していく時期になります。教師や家庭を離
れ、友達と過ごすことに価値を感じ始める時期です。この期間を有意義に過ごすことが、これからの人とのかか
わり方や自分の考え方に大きな影響を与えます。子ども達と一緒に楽しむだけでなく、子ども達の様子の変化に
気を配り、担任同士で連携を図りながら、きめ細やかな指導を心掛けていきたいと考えています。今月もよろし
くお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 私は後期にがんばりたい教科が

２つあります。 

 １つ目は理科です。理科は教科

の中では一番苦手で、後期からは

どんどん難しくなっていくので、

しっかり学習して１００点を取り

たいです。２つ目は家庭科です。

私は不器用で、ミシンを使うのが

苦手です。だから、ななめになっ

たり、ガタガタしたりしてしまう

ので、セットもしっかり勉強をし

て、後期の終わりにはミシンが得

意になっているようになりたいで

す。 

 生活でがんばりたいことは、な

かよしグループです。私はもっと

低学年と中学年に声をかけられる

はずだし、６年生だけに任せるの

ではなく、高学年と協力して、な

かよしグループを支え、もっと声

をかけたいです。 
 

●めだかっこ集会について 
 めだかっ子集会に向けて、実行委員を立ち上げて活動が始まっています。当日に向けて、ご家庭にお願いをす
ることがあると思います。ご協力をお願いします。 

それに先立ちまして、11 月 28 日（水）１４：３０～5 年 2 組教室にて、実行委員と活動委員の方との間で
打ち合わせを行います。よろしくお願いします。 
●球技大会について 
 11 月 27 日（火）に、大岡小学校で、井土ヶ谷小学校とバスケットボール、サッカーを通して交流します。当
日は、会場の都合のため、保護者の方の参観はできません。ご承知置きください。 

 

２ ０ １ ８ ． １ １ ． １ 

横 浜 市 立 大 岡 小 学 校 

校  長   相 澤  昭 宏 

第 ５ 学 年 担 任 一 同 

第５学年 

 

私が後期とくにがんばりたいこと

は二つあります。 

一つ目は、大岡の授業の時のこと

です。大岡ではプレイパークをやっ

ているから、チラシや遊具づくりな

どでもけっこう仕事があります。そ

の時に苦手なことがあっても人任せ

にするのではなく、「私はこういうの

は苦手だから、一緒にやってもらっ

ていい。」と相談し、自分から進んで

やりたいです。それにもし相手の子

が苦手なことがあれば「いっしょに

やろう」と声をかけて、クラスのみ

んなで成長できるようにしていきた

いです。 

二つ目は、生活のことです。私は

ときどきねる前に宿題をやってしま

うことがあります。それはきっと見

通しをもてていないからだと思うか

ら、しっかり見通しをもちたいで

す。見通しをもつことは生活だけで

なく、委員会やなかよしグループ活

動などでも大切なことだから、ここ

に書くだけでなく、しっかり実行し

ていきたいです。 

 

後期にしたいことやりたいことは、

したいことで、次の学年は 6 年生にな

ってもう一番上の学年なので、今苦手

ななかよしグループとかで、みんなを

まとめることと発言を多くすること

で、それを後期で克服して 6 年生に向

けてがんばりたいと思います。やって

みたいことは、創り上げるやいろいろ

な大事な委員会があるけど、その委員

会のリーダーとか大事な仕事をしてみ

たいです。なぜかというと、僕は今苦

手なことでまとめたり多く発言したり

とあんまりすごく重要な仕事をしてい

なかったし、来年最後の学校生活なの

で、やり切ったと思える 6 年生活をし

たいと思ったので、重要な仕事やリー

ダーとかになってみたいと思いまし

た。6 年になってがんばることで、一

つ目は大岡への取り組みをがんばりた

いです。二つ目は人とのコミュニケー

ションをもっとよくしたいです。後期

は 5 年最後なので、思い切り友達とか

スポーツを楽しんで、5 年生を終わら

せたいし、苦手なことも最低 1 個はク

リアしたいです。  

     

３組 ２組 １組 
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１０月２４日（水）三ツ沢公園陸上競技場におきま

して、はまっ子スポーツウェーブ第６８回横浜市小学

校体育大会が行われました。前日「雨の予報が出てい

る！！」「寒くなりそうだから防寒をしっかりしなけ

れば」など、担任の中では気候の心配をしていたので

すが、実際当日は天気予報を覆すような快晴。しかも、

必要以上に持って行った防寒着がまったく邪魔にな

るほどの暑い一日でした。 

子どもたちは朝の満員ラッシュの中で心身共にお

疲れモードだったのですが、競技場に一歩足を踏み入

れると、体育大会参加スイッチが入ったように闘志がみなぎってきました。 

約４０００人の６年生で踊った「Let’s Dance With YOKOHAMA」。わずか４時間の練習だったに

もかかわらず、しっかり振り付けを覚え演技したのはさすが大岡っ子です。そして「めざせクラスの最

高記録 長縄跳び」それぞれ作戦を立てて臨んだ種目です。どのクラスも記録だけでなく、最高のクラ

スのまとまりが感じられました。「タイムトライアル７」はスタートの位置が肝心です。８人が同時にゴ

ールしてくるのを見て、どの子もスタートラインは間違っていなかったと感心しました。（どのような競

技なのかは、お子さんに尋ねてみてください。） 

選手種目は、１週間の朝練の成果がどの子にもはっきりと表れていました。「学校代表として恥ずかし

くない態度をとり、自分自身の成長のために挑戦したい！」と決意した選手たち。この気持ちをこれか

らもずっともって進んでほしいと思います。 

スポフェスから一息つく暇もない状態での体育大会で、子どもたちは相当エネルギーを使い果たした

ことと思います。しかし、６年生は一つ一つの行事を経て大きく成長していきます。残り５か月。自分

の目標を確認し、成長した姿をイメージしながら一日一日を大切に過ごしていってほしいと思います。 

 

 

 

「本物を子どもたちに体験してほしい！！」と、懇談会でいつもお話させていただいておりますが、

１１月は２つの「本物」に触れます。 

１１月１６日（金）9：00～10：00 久良岐能舞台での「狂言教室」。ちょうど国語で「伝統文化を

楽しむ 柿山伏」という狂言の学習をしますが、日本古来の文化をただ教科書の中だけで感じるのでは

なく、実際に観て聴くことでさらに心に響くことができることと思います。 

当日は８：０５学校集合８：１５出発です。また、ワークショップでは能舞台に上がらせていただ

けるのですが、その際白のソックス着用となっております。ワンポイント付きでも構いません。準備を

よろしくお願いします。 

もう一つは、１１月２７日（火）劇団四季によるミュージカル観劇です。こちらにつきましては、別

途おたよりをご覧ください。 

準備等いろいろとお願いすることが多いですが、どうぞよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 平成３１年３月１６日（土）に、卒業証書授与式を行います。当日の服装について、お問い合わせ

をいただいておりますので、少し早いですがお知らせさせていただきます。 

大事な学校行事ですので、それにふさわしい服装で、しかし華美にならないようにお願いします。い

つも通り校章が必要なこととコサージュを付けますので、ピンで付けることをご承知おきください。ま

た、朝登校してすぐに校庭で卒業を祝う会を行い、そのあと体育館で卒業証書授与式となります。履物

に関しましてはいつも履いている下履き、上履きでお願いします。 

卒業式という独特な雰囲気の中で、着なれない服装のため、普段の力を発揮することができないケー

スがあります。どうぞお子さんとよくお話し合ってください。 

 

その他詳細については、また近くなりましたらお知らせします。 


