
 
 
 
 
 

先日の文化祭では、多くのご参観、ありがとうございました。各クラスが生活科で学んできたことを

保護者や地域の方に真剣に伝えようとする姿に成長を感じました。また、２月２７日(水)には、幼稚園・

保育園の年長の子たちとの交流会がありました。園の先生方も子どもたちの頑張っている様子に驚きと

喜びを感じていました。 

 保護者の方々には、この１年間、さまざまなところで、ご理解とご協力をいただき本当にありがとう

ございました。３月に入ると１年生として今の教室で過ごす日数は１６日間となります。自信をもって

２年生に進級できるよう、今月も担任一同支援していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★５日（火）授業参観（５校時）・PTA 総会・学校説明会・懇談会 

今年度最後の授業参観になりますので、子どもたちの１年間の成長を見ていただけたらと思

います。また、PTA 総会、学校説明会、懇談会もありますので、ぜひご参加ください。 

 

★１６日（土）６年生を送る会 

会が終わり次第、下校となります。学校だよりで下校時刻をご確認ください。 

 

★２月に実施した横浜市学力・学習状況調査 

問題用紙と結果を返却します。子どもたちが持って帰りますので、必ずご確認ください。 

横浜市立大岡小学校 

平成３１年３月１日 

３月号 

一年生を振り返って 

  

ぼくは、ずこうで、みぢかなもの
をつかって、どうぶつをつくった
り、ほかのさくひんをつくったり
することが、たのしかったです。 
       

 

わたしは、こくごのじかんに、字
をていねいにかくことをがんば
りました。 
      

  

ぼくががんばったことは、かん字
です。りゆうは、いろいろなかん
字が上手になったからです。 

  

わたしががんばったことは、文か
さいです。大きいこえで、はなせ
たからよかったです。 

 

ぼくががんばったことは、スポフ
ェスです。りゆうは、ゆうしょう
するために、なかよしグループで
きょう力できたからです。 
 

  

わたしは、１年生のかん字で、か
きじゅんにきをつけながられん
しゅうしました。 
        

  

わたしががんばったことは、大お
かです。まい日休みじかんにハム
スターのおせわをして、さいしょ
よりハムスターとなかよくなれ
たからです。  

 

がんばったことは、文かさいで
す。げきをやって、ハムスターの
ことをみんなにわかってもらえ
るように、はっきり大きなこえで
はなしました。  

 

ぼくががんばったことは、さんす
うの『ずをつかってかんがえよ
う』です。ずとしきとこたえをか
んがえることをがんばりました。 
      



 
  

 
 

 

 

学年末になりました！ 

冬の終わりの気候は三寒四温と表現されるように、寒さと温かさを繰り返し、徐々に温かくなっていきま

す。季節は春が近いことを知らせているのですね。春が近くなるということは、学年の終わりが近づいている

ということです。各クラスともに、１年間を振り返る時期に入っています。低学年から中学年へステップアッ

プしますので、自分の生活面や学習面をじっくりと振り返り、次年度につなげていけたらと思います。「でき

ているかなチェック」も載せましたので、参考にしていただければと思います。残りわずかな期間もよろしく

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○５日（火）は、授業参観、学校説明会、ＰＴＡ総会、学級懇談会があります。今年度最後ですので、１年間

を振り返ってお話しできたらと考えています。授業参観は短縮時程で通常と時間が異なりますので、お便り

をご確認ください。ご多用とは存じますが、ぜひ、ご参加ください。 

○１６日（土）に、６年生を送る会があります。卒業式前に全校で集まり、なかよしグループごとに６年生を

送る会です。手さげを持って、通常の登校時刻で登校してください。なお、下校時刻は９時１５分頃を予定

しています。 

○２０日（水）に大掃除があります。スポンジとビニール袋を持たせてください。記名をお願いします。 

○２年生学年だより最終号は、今年度最終週に配付します。新年度の初日の登校については、最終号をお読み

ください。 

 
平 成 ３ １ 年 ３ 月 １ 日 

横 浜 市 立 大 岡 小 学 校 

第 2 学年だより３月号 

 文かさいで自分がかっているにくち
ゃんのことをくわしく話すことができ
ました。理ゆうは自分のめあてにもく
わしくが入っていていつもどうしてい
るかとかいつも食べている食べものな
どを話したりできたからです。おきゃ
くさんが、「へーそうなんだ」と言っ
てくれたのでくわしく話せていると思
いました。 

文化祭ふりかえり 

ぼくは、文化祭のじっこういいん
として、クラスの話し合いを進める
ことをがんばりました。当日は、
PR 店でしゅ行をさせていただいた
「作せい」のことをつたえることが
できて、うれしかったです。 

 ぼくは、文かさいでさいしょはせつ
明がむずかしかったけど、あとからな
れてきてせつ明できてきて、自分のめ
あてもたっせいできました。みんなに
はっぴょうするのははずかしかったけ
ど、はずかしがらないでつたえられた
のでよかったです。   

一年間を振り返って～２年生で成長したこと～ 

 わたしは、学きゅうもくひょうでさ
いしょは話したりこまっている人をた
すけられなかったけど、だんだん自分
から「あそぼう」とか言えたから、た
すけ合うができたと思います。    

わたしは、せっきょくてきに手をあ
げて自分の考えを言うことができるよ
うになりました。自分が言ったらクラ
スの友だちがはんのうしてくれて自し
んがもてました。  

ぼくは、べん強のときに、せっきょく
てきに手をあげることができるように
なりました。自しんをもって手をあげ
られるようになったので、せい長した
なと思いました。 

学校でこまったりころんじゃったりし
たときに「だいじょうぶ」とか言って
ほけん室に行ってあげているし、だか
らこれからもしていきたいです。   

「お店をひらきたい」というやってみ
たいことがみんなとじつげんできてよ
かったです。地いきの人に自分から話
すことができたことがせい長しまし
た。        

 大おかで「お店のことを何でも答えら
れるようになる」というさいしょのめあ
てにむけて、どんなことを聞いたらいい
か考えて聞くことができるようになった
と思います。  

できている

かな？ 

【生活】（例） 

□元気よくあいさつ    □学校のしたくを自分でする 

□身の回りの整理整頓   □時間内に物事を済ませる 

□課題などを最後までやる □言いにくいことでも正直に言う  
など 

【学習】（例） 

□九九は覚えたかな 

□２年生の漢字は全部覚えたかな 

など 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

先月は文化祭にお越しいただきありがとうございました。子どもたちが１年間学んできたことをそれぞれ

のクラスの形で発表できたと思います。保護者の皆さまには、日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力

をいただきまして、ありがとうございます。 
さて、３年生として過ごすのも、残り１カ月となりました。４年生への進級に向けて、１年間のまとめが

充実するように、担任一同、努力してまいりますので、最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 わたしは、ユニット体験チームで、

リハーサルや準備などいっぱいして、

本番を迎えました。そして、本番では

練習通り完璧にできました。自分でも

頑張れたと思います。 

 ５年３組のパネルシアターでは、し

っかりと声が出ていて、わたしももう

来年４年生なので真似したいと思いま

した。     

クローバー 

◆お知らせ◆ 
●学年末ですので、荷物をすべて持ち帰ります。大きな袋の用意をお願いします。来年度に引き継ぐ

ものについては、学年だよりの最終号でお知らせしますので、ご確認ください。 

●５日（火）は、授業参観および懇談会、学校説明会、ＰＴＡ総会があります。ぜひ、多くの方のご

参観、お待ちしております。 

●１６日（土）は、６年生を送る会があります。手提げで登校してください。 

平成３１年３月１日 ３月号 ＮＯ.１２ 

 頑張ったことは、みんなにきっちり

聞こえるように、大きな声ではっきり

と喋ったことです。特に、体をお客さ

んの方に少し近づけて喋ったり、マス

クを外したりする工夫をしました。そ

うしたら、自分の言う通りに折ってく

れたりうなずいてくれたりしたので、

よかったです。また、動物チームの発

表が終わったら、みんな笑顔になって

くれたので、よかったです。 

 

 アピール集会で頑張ったことは、「３

年３組に来て。」とアピールするとき

に、大きな声で言うことができたこと

です。また、地域の人に折り紙の楽し

さやよさを伝えたり、興味をもっても

らえたりできたと思います。高齢者の

方とかかわったときに学んだことや楽

しさを、わかりやすく説明できたから

です。   

 去年の文化祭では、あまり大きな声

で喋ることができなかったけど、今年

の文化祭では、ちゃんと大きな声で分

かりやすい言葉で話すことができたの

でよかったと思いました。後半のこま

芸では、失敗せずにできたのでよかっ

たです。   

 ３年１組のめあてであった、こまの

楽しさを伝えるというめあては、わた

しはできたと思います。理由は、回す

コーナーでたくさんの人がいること

に気づいて、こまはこんなにたくさん

の人が知っているんだなと思ったか

らです。あともう少しで１年が終わっ

てしまうけど、わたしは文化祭でやっ

た後半のこま芸のときみたいに、大き

な声でわかりやすく話すことを頑張

りたいです。    

 ぼくは、特に後半にやったこま芸

で、お客さんを楽しませることができ

たと思います。理由は、お客さんをう

まく巻き込むことができたからです。

こまをやってくれたお客さんは、少し

恥ずかしそうだったけど、笑顔になっ

ていたので、お客さんを巻き込むこと

ができたと思いました。来年は、６年

生のような、説明が上手くたくさんの

人に自分たちの大岡を伝えていきた

いです。      

 ３年２組のめあては達成することが

できたと思います、なぜなら、パフォー

マンスのときに、お客さんがいっぱい来

てくれて、対応が少し難しかったけれ

ど、お客さんに飴細工作りを体験しても

らったら、すごく楽しそうにしていて、

最後ににこにこしながら「ありがとう。」

と言ってくれたので、興味をもってもら

えたなと思ったからです。      

 文化祭で頑張ったことは、パフォー

マンスです。パフォーマンスのときに

トラとうさぎを頼まれました。最初は

すごく緊張したけど、吉原さんが教え

てくれた「まずは自分が楽しむ」とい

うことを大切にして、自分が楽しんだ

ら、緊張もほぐれたし、お客さんにパ

フォーマンスを楽しんでもらえたので

よかったです。  

 わたしは、文化祭でお客さんの気持

ちを考えることを頑張りました。体験

してもらっていたときに、難しそうに

していたお客さんに、「上手だよ。」「い

いね！」など声を掛けました。そうす

ることで、始めは残念そうな表情だっ

たけど、あとから「楽しかった。」と

言ってくれました。わたしは改めて、

気持ちを考えてパフォーマンスする

ことは、大切だと思いました。 



 
 
 
 

   
 

 

冬の寒さも和らぎ、春の訪れを少しずつ感じる季節となりました。 

先日の文化祭では、たくさんの方のご参観ありがとうございました。各学級の今までの学びの発表を通し

て、子どもたち一人一人の成長を感じていただけたでしょうか。４年生も残すところ、一か月。今年度のま

とめができるよう、担任一同支援していきたいと思います。引き続き、よろしくお願いします。 

 

 
  

～自分たちの学びを伝えよう 仲よしグループのよさを見つけよう～ 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

★授業参観・懇談会・学校説明会・ＰＴＡ総会★ 

  ３月５日（火）５校時に、今年度最後の授業参観があります。また、学校説明会・ＰＴＡ総会後に懇談

会も予定しています。たくさんの方のご参観をお待ちしております。 

 

★６年生を送る会★ 

  ３月１６日（土）は、６年生を送る会のため登校（１時間授業）となります。６年生に感謝の気持ちを

伝えられるといいですね。１８日（月）が代休となります。よろしくお願いします。 

 今年の文化祭は驚きました。まさか

こんなに人が来るとは！びっくりしま

した。今回、私は３回目の文化祭です。

でも、この年になると「本当に客が来

るか」という点で一番心配でした。私

たちもいろいろがんばりました。 

 今回の「学び」を生かして来年もや

っていきたいです。 

 ぼくは、大岡文化祭のめあてを達成

できたと思います。理由は、自分のク

ラスで学んだ、影絵の背景の作り方な

どを、地域の人や、他の学年の人たち

にも説明できたからです。 

次の文化祭では、準備を早くして、

文化祭でよゆうをもってやりたいで

す。 

 文化祭でわたしのめあては「他のク

ラスの良さを見つけ、自分のクラスと

比べよう」というめあてでがんばれた

と思いました。なぜかというと、他の

クラス（５年２組）へ行ったときに、

ぼうや指を使って、伝えたいことを中

心的に伝えていたので、すごいと思い

ました。 

 私は、仲よしグループの中で、１年

生と２年生と３年生の教室に行きまし

た。 

 ２年１組は、大岡川の生き物がたく

さんいました。水そうもきれいで、生

き物の気持ちがわかっていて、１年間

がんばってきたことがよく伝わりまし

た。 

 ぼくは、どのクラスもいいと思いま

した。その中で１番よかったのは、６

年１組です。シャボン玉の液を作って

いるし、大きいシャボン玉も作れて、

シャボン玉のみりょくがすごいなと思

いました。あと、シャボン玉のせいぞ

うきがいっぱいあるから、６年１組が

いいと思いました。 

 私のクラスの大岡「ニュースポーツ」

と似ているなと思ったクラスが５年２

組の「にじのわプレイパーク」です。

理由は３つのポイントの中に、だれで

もかんたんにというのがあって、小さ

い子どもでも、かんたんに遊べるなと

思ったからです。小さい子と心と心が

つなげられるというところも似ている

なと思いました。 
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鮮やかな黄色の菜の花に春を感じる今日この頃です。大岡文化祭では、各学級の大岡の学習をお伝えしまし

た。飼育動物とのふれあいの場の創出、プレイパーク、パネルシアターと、学びの成果を感じていただけたら

幸いです。 

現在は、「卒業式や卒業生を送る週間を通して『これからの大岡小を自分たちが創り上げていく』という決

意を伝え、来年最高学年になる見通しをもとう！」というめあてのもと、卒業生を送る会等の準備や卒業式の

練習に取り組んでいます。合唱「つばめのように」「ふるさと」を一生懸命歌う姿からは、「６年生に安心して

学校を任せてもらえる自分になりたい」という思いが感じられます。そんな子どもたちの願いを大切にしなが

ら、学習のまとめや 1 年間の振り返りを充実させ、来年度につなげていきたいと思います。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ２ ０ １ 9 ． ３ ． 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 

≪卒業証書授与式の参加について≫ 

卒業証書授与式に５年生は在校生の代表として参加します。当日は８：０0 に登校し、６年生を送

る会の準備をします。全校での会が終わってから、卒業式に参加します。12：30 下校の予定です。

卒業証書授与式は６年生の門出をお祝いする式ですので、ジャージや動くと音の出る服、フードの付

いた服、派手な装飾は避けていただく等、服装へのご協力をよろしくお願いいたします。 

≪新６年生新年度準備について≫ 

3 月２６日（火）～4 月３日（水）は年度末休業、春季休業でお休みです。 

※４月 4 日（木）は、新年度準備のため、新６年生のみ登校します。 

集合８：５０（８：40 から開門）下校は１２：００頃です。 

平成３１年度の始業式は 4 月５日（金）です。入学式に参加し、11 時 30 分下校予定です。 

≪赤城宿泊体験学習説明会について≫ 

  来年度５月下旬頃、赤城宿泊体験学習の説明会が開かれる予定です。例年、15000 円前後の集金

をさせていただいております。ご準備の程、よろしくお願いいたします。 

動物のかわいさやすごい所を知って、動物に興味をもってもらえたと思った。理由は、自分はふれあいパーク
の担当で、みんながさわったり、抱っこをしたりして、笑顔が見られたからだ。その要因は自分たちがていねい
に対応できたからだと思った。それは、ルール説明をして、抱っこの仕方を説明して、抱っこがしたい人にはま
ず、自分が抱っこをしてからその人に渡してあげたりして、ふれあい方を教えることができたからだ。でも、悪
い所もあった。それは、３匹中１匹機嫌が悪い子がいた。その子は、はじの方にいて、さわろうとするとすぐに
逃げてしまった。なので、これからは、動物に合わせて出すか出さないかを判断したいと思った。他のクラスは、
２年１組がいいと思った。質問にていねいに答えてくれて、紙を使っていろんなことを教えてくれた。みんな自
分の仕事をして、輝いている姿が見られた。来年は６年生で最後の文化祭なので、今の６年生みたいに、詳しく
説明して、ちゃんと自分の仕事を果たせるそんなような６年生になりたいと思った。   

 今日の文化祭で、わたしはパネルシアターを公演して、始めたきっかけについて発表しました。パネルシアタ
ーでは、めあての自分のクラスの学びを発信し、他の学年や地域の人に広めかがやく自分を目指そうで、わたし
は達成できたと思います。理由は、み力を伝えるのでは、細かく説明して、来てもらった人たちにうなずいても
らったり、反応したりしてくれて自分たちの学びが発信できたと思ったからです。公演では、上手に公演するこ
とができたか分からないけど、お客さんは、笑って楽しんでくれて、これも今までの学びを発信できたと思いま
した。他のクラスも見てみて、３年３組の折り紙で折り方や、１年間やってきたことを教えてもらったりして、
学びがよく伝わりました。あと残り少しだけれど、他のクラスの学びを生かして、これからもパネルシアターを
やっていきたいと思いました。    
 
 

私は、めあてを達成できたと思います。理由は、説明しているときに頷いて笑顔で聞いてくれたり、説明が終
わったあとにたくさん拍手をしてくれたからです。ミニプレイパークの方もたくさん人が来てくれて、今まで大
岡でやってきたことをちゃんと伝えられたんじゃないかと思います。また、わたしはこの文化祭で成長したと思
うことがあります。それは、文化祭の話し合いの時に何を話し合うのかちゃんと決めないでいたけど、文化祭の
実行委員をやって、話し合う前に何をやるのかを打ち合わせして決めてからできるようになりました。また、誰
かに話す時に、前までは相手の顔を見ずに紙に向かってしゃべることが多かったけど、文化祭をやって相手の目
を見て話せるようになったと思います。仲良しグループの人のクラスをまわって６年２組の人は、自分たちがや
ってきたことを伝え、ていねいに教えてくれました。私も来年の文化祭ではそんな風にできるようになりたいで
す。                                         



  
 
 

子どもたちにとって、小学校生活は残すところ１２日となりました！ 

卒業まで、残すところ１２日となりました。１６日に行われた文化祭では、どのクラスも自分
たちの学びを全校や地域の方々に発信することができ、充実した時間となりました。卒業式に向
けての練習も始まり、いよいよ 6 年間の総まとめの時期です。泣いても笑っても、努力しても
怠けても、自分の殻を破っても殻に閉じこもっても、１２日後には卒業式を迎えます。１０７人
全員が自分の目指す姿に向かってやり通し、「終わらないこともあった。できないこともあった。
でも、全力でやりきった！」という自信を胸に、小学校を巣立っていってほしいと思っています。 

保護者の皆様には、この１年間、大変ご協力をいただきました。心より御礼申し上げます。子
どもたちが中学校へ進学することへの喜びを胸に大岡小学校の６年生として立派な姿で巣立っ
ていけるよう、最後まで見守り、指導していきたいと思っています。残り少ない日々だからこそ、
担任はもちろんのこと、全職員で子どもたちのラストスパートを支えていきます。最後のひと月
も、変わらぬご理解とご協力くださいますよう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「仲間との歩みを未来へつなぐ会」での写真や VTR の撮影について、ご確認く
ださい。（２月２０日のプリントでもお知らせしましたが再度確認です。） 

授業参観等学習の場での子どもたちの様子の撮影はご遠慮いただいていますが、｢その場にいない家族に

も見せたい。｣という思いで写真や VTR の撮影を希望される方もいらっしゃるかと思います。そこで、第１

部「音楽で見せる」（オープニングのソーラン節・合唱・合奏）は撮影してもよいということで確認及び許

可をとりました。見ていただくことがメインですので、周りの方にご配慮いただきますよう、お願いします。 

また、会終了後、小学校最後の懇談会を行います。保護者の皆様と直前の会やこの１年間の姿から、子ど

もたちの成長を喜び合いたいと存じます。ぜひ、ご出席ください。 

☆卒業式の練習が始まりました☆ 
昨年同様、服装や頭髪（髪の結い方等）に関しまして、ご家庭でもお声かけをお願いします。 

（例）袖が長くて手が隠れるものや動くと音がするものは避ける。「礼」の後で髪の毛が顔にかからないようにする。 

 

☆暖かい服装で・・・☆ 
卒業式の練習を、体育館で行っていますので、暖かい服装で登校するようにお願いいたします。また、

できれば歩く時に音が出ないもの、袖口から手がきちんと出る服装で練習に参加できるようにご配慮くだ

さい。校章を付けていない子がたくさん見受けられます。おうちで確認していただきますよう、お願いし

ます。 

☆ともそだちをお渡しします☆ 
後期の様子をお伝えする「ともそだち」を 3/1５（卒業式の前日）にお渡しします。頑張りを認めたり、

中学校に向けて３月中に取り組む必要があることを確認したりする機会としていただければ幸いです。 

☆荷物の整理を☆ 
卒業式までわずかとなり、学習で使用しなくなったものや作品などを持ち帰ります。直前に大荷物に

ならないよう、計画的に持って帰るように声をかけていますが、おうちでもご確認いただきますよう、
お願いいたします。 


