
 
 
 
 
 

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、１６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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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１７日（火）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。そこで、活動委員の方との打ち合わせを、１１月１９日（火）１４：４５から、１－３教室

にて行います。実行委員になった児童も、下校時刻が１５：１５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。 

横浜市立大岡小学校 

第 1 学年学年便り 

令和元年１１月１日 

１くみ 
どんどんさかそう 
おはな大おかしょうがっこう 

２くみ 
うさぎとなかよし だいさくせん！ 

～大岡の時間の様子をお伝えします～ 

秋まきの花を育ててい
ます。春に、大岡小学
校をきれいな花でいっ
ぱいにしたいので、い
ろいろな花を大切に育
てています。 

３くみ だいすき！ 
わたしの つうがくろ 

自分の通学路を探検し
て、花、虫などの生き
物を見つけたり、出会
った人と話したりし
て、通学路探検を楽し
んでいます。 

子ウサギ３羽を元気に
育てるために、世話の
仕方やかかわり方を工
夫し、大切に世話をし
ています。 

スポフェス ふりかえり 

ぼくは、なかよしグループで 
ちからをあわせて がんばりまし
た。とくに、おうえんをがんばり
ました。 

ぼくは、いろべつリレーで、あ
かぐみをぬかせなかったけど、ぜ
んりょくではしることができま
した。   

 わたしが あきらめないで 
がんばったことは、おうえんと 
ときょうそうです。 

 

 メディシングボールでリーダー
に「はやい」といわれて、うれし
かったです。あかぐみのきずなの
ちからでがんばれたとおもいま
す。 

 メディシングボールでは、なか
よしグループのみんなと きょ
うりょくしてできて よかった
です。 

 スポフェスで がんばったこ
とは、たまいれです。２ねんせい
に おしえてもらって、ほんばん
は ４１こいれられたから、おも
わず とびはねちゃいました。  

 



 
  

  

 

 

 

 
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 

 ６日（水）に出かけます。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１３日（金）に行います。詳しくは後日、お便りでお知らせします。ご確認ください。 

○土曜参観ついて 

 １１月１６日（土）に土曜参観があります。ぜひ、ご参観ください。※１８日は土曜参観代休 

 となります。 

○公開授業研究会について 

 １１月３０日（土）は公開授業研究会のため登校日となります。※１２月２日（月）が代休です。 

２組 飯島 佑奈さん 

スポーツフェスティバル振り返り 

 
 ぼくは、ときょう走をがんばり
ました。１いがとれたし、じっこ
ういいんの人もがんばってくれて
いたからです。メディシングボー
ルもがんばりました。なかよしグ
ループのみんなできょう力して、
１いがとれたからです。らい年
は、なかまときょう力してぜんぶ
１いになって、ゆうしょうしたい
です。 
 
 わたしは、がんばったことが２
つあります。１つ目は、せい火リ
レーです。本ばんは、けむりが出
たので、きんちょうしました。２
つ目は、玉入れです。れんしゅう
の時はいつも３いだったけど、本
ばんは青組と同点だったのでうれ
しかったです。きずなが深められ
たと思います。 

 
 わたしは、ときょう走をがんば
りました。二いだったけど、本気
をこえられました。あと、玉入れ
をがんばりました。青組がかって
よかったです。ゆうしょうはでき
なかったけど、楽しいスポフェス
になりました。 
 
 
 
 ぼくは、色べつリレーをがんば
りました。リーダーなので、毎日
ぜっけんやカラーコーンのじゅん
びをしました。バトンパスのひみ
つれんしゅうもしました。本番で
は、スムーズにバトンパスができ
ました。チームは負けたけど、バ
トンパスはれんしゅうどおりでき
てよかったです。  
         

 

 
 わたしは、がんばったことが２
つあります。１つ目は、玉入れで
す。なぜかというと、れんしゅう
のときに、３こくらいしか入らな
かったけど、本ばんは、１０こい
じょう入ったからです。２つ目
は、おうえんがっせんです。なぜ
かというと、本ばんは大きな声で
おうえんできたからです。 
          
 
 ぼくは、メディシングボールと
玉入れをがんばりました。メディ
シングボールは、ボールをはやく
回して、タイムをちぢめました。 
 玉入れは、青組よりたくさん入
れるようにしました。あと、おう
えん合せんでは、ぜん力で「がん
ばれ。」と「黄色組かってく
れ。」という気もちをこめて、お
うえんしました。 

令 和 元 年 １ １ 月 １ 日 
横 浜 市 立 大 岡 小 学 校 
第2学年だより１１月号 
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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、＜「きれいな歌声」「笑顔で」「心を一つに」音楽会を楽しもう＞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。自分たちの気持ちが伝わる演奏を目指し、がんばっています。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。 

 

 

 
 

◆お知らせとお願い◆ 
〇11/13(水) 社会科学習サミット井土ヶ谷店見学について 

・社会科では、「生産、販売に携わる人々の工夫や努力」について学習します。生産では綜合パン工場の

見学（詳細は先日配付のお知らせをご確認ください）、販売ではサミット井土ヶ谷店の見学を行いま

す。持ち物等は、お子さんを通じて今後お伝えします。 

 

○11/15(金) 南区児童音楽会についての確認です 

・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）、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。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。 

・教科書は、当日教室において帰ります。ご承知おきください。 

・南公会堂での保護者の方々の鑑賞はできません。同日の朝に行われる音楽朝会で、ぜひご鑑賞くださ

い。時間は８：２５～、場所は体育館で行います。 

・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 

 年明け１月 16 日（木）１～４校時に行います。詳細は後日お知らせします。 

令 和 元 年 １ １ 月 １ 日 

横 浜 市 立 大 岡 小 学 校 

第３学年だより １１月号 

がんばったことやうれしかったこと
があります。つなひきのときです。
一回目が終わっていどうするときに
おうえんだん長が「がんばってきて
ね」と声をかけてくれたのでそれが
すごくうれしかったです。うれしか
ったことはもっと広げたいから、
1，2，5，6年生やこじんしゅもく
のときょうそうに出る人をおうえん
できたから、うれしいのもあるし、
ペイフォワードも少しはできたかな
と思いました。  

ぼくはメディシングボールでは、
よくできたと思いました。なぜな
ら、うしろに 1 年生がいたから、
その 1 年生に手前に出してなど 13
はんでこうしたら早くできるから
とか考えたやり方をやってとか声
をかけられたからです。 

 

ぼくは、つなひきできょう力で
きたと思いました。なぜかという
と、4 年生とのかかわりをふかめ
られたからよかったです。2 年生
の子と 1 年生の子がいすをふきづ
らそうにしてたから、ぼくは 2 年
生と 1 年生のいすを両手にかかえ
てもってあげました。 
 

わたしは、ほかの学年の友だち
ときょう力して活動できたと思い
ます。理由は、メディシングボー
ルできすうはんがおわったときに
1 年生が「おトイレ行きたい」と
言っていて、わたしが 1 年生に
「おいで」と言ってなかよしグル
ープのたんとうの先生にいっしょ
に言ってあげたから、ほかの学年
の友だちときょう力して活動でき
たと思いました。 

 

スポーツフェスティバルを通して、2
年生とかに注意が 3 年生になってできる
ようになりました。メディシングボール
が協力してできたと思うから。タイムが
練習の時よりもはやくなったと思いまし
た。来年のスポーツフェスティバルも協
力して、メディシングボールとか協力し
て、タイムを縮められたらいいなと思い
ました。高学年とかにも注意されたけれ
ど、中学年になったけれど、少し注意が
高学年からの注意されるのが少なくなっ
たと思いました。さらに来年は低学年に
注意ができたらいいなと思いました。 

よかったところは、メディシングボー
ルの時に、4 年生や低学年などの人たち
と協力できたところだと思います。理由
は、練習の時も、仲間と協力したこと
で、タイムもちぢまったし、そのこと
で、メディングボールは 1 位がとれたと
思ったので、よかったところだと思いま
す。応援も、練習よりも本番でとても大
きな声でできたと思いました。今年のス
ポフェスは「きずな」のめあてが達成で
きたと思いました。  



 
 
 

  
 
 

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８日（金）、２組は１２日（火）、３組は１４日（木）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。 

★令和元年度公開授業研究会について★ 

３０日（土）に公開授業研究会を行います。当日、給食はありません。下校時間は、10:25 です。 

 翌週の２日（月）は代休です。 

 前期は、授業で、得意な科目で、
分かる時だけ手を挙げていました。
でも、周りの人が、分からなくても
チャレンジしている姿を見て、「まち
がってもいいんだ」と思えるように
なりました。４年生最後には、全て
の科目で発言を目指します。 

 

 後期がんばりたいことは、思いや
りをもつことです。５年生を見て、
優しく、「そこ通れないから少し動
いてくれる」と聞いていました。わ
たしだったら、「どいてよ。」ときつ
い言い方をしてしまうかも知れま
せん。なので、特にがんばりたいで
す。         

 文化祭で落語をきんちょうしな
いで、堂々として声をはっきりお客
さんに聞こえやすい大きさや速さ
で言うために、しっかり練習したい
です。勉強では、算数をとくにがん
ばりたいです。５年生になるとむず
かしくなるから今のうちにしっか
り覚えたいです。  

 一つ目は、算数です。算数は、だ
んだんむずかしくなってきている
ので、むずかしくてもどんどんなし
とげられるようにしていきたいで
す。 
 二つ目は、文化祭です。落語をき
んちょうしないでできるようにな
りたいです。      

スポフェスと文化祭です。文化祭
で町の人や他のクラスの人にトリ
ックアートのみ力を知ってもらっ
て、きょうみをもつために、トリッ
クアートはどういうことなのか、だ
まし絵とは何なのかを教えて、きょ
うみをもってもらいたいと思いま
した。       

 後期がんばりたいことの１つ目
は、仲良しグループで５，６年生に
たよるのではなくて、自分から行動
したり下の学年をささえたりした
いです。２つ目は声かけをがんばり
たいです。これも下の子たちを引っ
張っていきたいからです。 

 

ぼくは漢字スキルの錠が完全にお
わっていませんでした。中休みや昼
休みにやりました。家でもやってい
ました。何日もやって上をおわらせ
ました。次は、漢字スキルの下をし
っかりおわらせたいです。 

 

 わたしの実行委員は、６年生をお
くる会です。なので、６年生にかん
しゃの気持ちを伝えられるような
実行委員になりたいです。 
 来年から５年生になるためには、
人の気持ちを考えて「すごいな」と
言われる５年生になりたいです。 

 

 自分のがんばりたいことは、前期
もやったけど、声かけや時間をまも
ることを後期や５年生でもがんば
りたいです。そうしたら、気持ちの
よい学校生活をおくれるからです。
あと発言もしたいです。発言をした
方が、授業がもっとわかりやすくな
るからです。     



  
 
 
 

  
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、スポフェスのめあての

「絆」を深めることができまし

た。どういうところで深められた

かというと、様々な種目を応援す

る時です。なぜなら応援を始める

時に「立って応援するよ！」など

の声かけができたからです。 

 私の自分のめあては、「400m

走であきらめず最後まで走る」と

いうめあてで、そのめあてを達成

できたと思います。なぜなら、１

～４位の上位にはなれなかったけ

れど、めあてのあきらめず最後ま

で走るという言葉を思い出しなが

ら走ることができたからです。 

 来年のスポフェスは、今年のめ

あての「絆」を忘れず、全員が一

生けん命取り組み、最高のスポフ

ェスにしたいです。 

 
  

●学校だより「下校時間」訂正について 
 学校だよりの５年生の下校時間の訂正をお願いします。 
１１月２８日(木)６時間授業の１４：５０ → ６時間授業 １５：３０ 
●球技大会について 
 11 月 2６日（火）に、井土ヶ谷小学校で、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。 
●めだかっ子集会 活動委員顔合わせについて 
 1１月２７日(水)に、めだかっこ集会活動委員顔合わせがあります。時間は１４：５０～５年３組の教室にて、
活動内容など打ち合わせをさせていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

２ ０ １ ９ ． １ １ ． ６ 

横 浜 市 立 大 岡 小 学 校 

校  長   近 藤  浩 人 

第 ５ 学 年 担 任 一 同 

   

私は、スポフェスでなかよしグループの

１～４年生に声かけをすることを意識

してスポフェスに取り組みました。当日

では、練習の時よりも１～４年生に声か

けができたと思います。理由は、次の出

番の前に１～４年生に「次だから準備し

てね」とか応援合戦では、「うちわ出し

て」とか声かけができたからです。来年

は、６年生になるので下の学年に任せな

いで、自分から動けるような６年生にな

りたいです。 

 スポフェスでがんばったことは、騎馬

戦です。理由は、黄色で考えた作戦を使

って逃げたりとか、戦っている所に行っ

て、後ろから帽子をとったりして色々工

夫しながら騎馬戦に取り組むことがで

きたからです。徒競走もがんばりまし

た。めあて通り、全力で走り切ることが

できました。赤と青を抜かせたし、ゴー

ル直前まで本気で走れたからがんばれ

たと思いました。運動会の歌で小太鼓を

上手にたたけました。最初は、楽譜を見

ないとたたけなかったけど、本番では上

手にたたけたからよかったです。 

             

 

今年のスポーツフェスティバルで

は、高学年として低学年に声をかけ

ることができました。いつ入場門に

行けばよいかを教えてあげたり、メ

ディシングボールの時に前の子に声

をかけたりすることができました。 

徒競走では、全力で取り組むこと

ができました。うでをよくふり、ス

タートの姿勢を意識して体勢を低く

することなど習ったことをいかして

できたのでよかったです。結果は２

位でしたが、個人的にはがんばれた

のでよかったです。 

騎馬戦では、初めて取り組みまし

たが、一騎打ちでは青にも黄色にも

負けずに帽子を取ることができまし

た。けれど乱戦では、負けてしまい

ました。けれど、協力してできまし

た。６年生になっても、低学年に声

をかけ、競技に全力で取り組みたい

です。 

 

第５学年 



 
 
 
 
 
   
 

10 月 23 日に行われた横浜市体育大会では、一つひとつの動きに意識を集中して「Let’s 

dance with YOKOHAMA」を踊ったり、クラスの最高記録を目指して長縄に挑戦したりしま

した。代表選手が参加するリレーや 100ｍ走では、みんなで「大岡！大岡！」と応援する声が

響きました。また、他の学校のダンスの様子や選手の走りに感心する姿も見られました。 

夏休み明けから、スポフェス、体育大会と全力で取り組み、自分たちのめあてに向かって一段

一段とステップを上がっていく子どもたちの姿に、成長と喜びを感じています。各ご家庭でのご

協力、ご支援本当にありがとうございました。 

 

私はこのスポフェスで成長したと

思います。なぜなら、５年生の時よ

りも「勝ちたい！」という気持ちが

たくさんあったからです。５年生の

時は「あっ負けちゃったな」くらい

で、メディシングでも冷めた感じで

やっていて、リーダーをあまり支え

られませんでした。でも６年生にな

って、とても全力で取り組めたと思

います。全力で声を出して、全力で

走って、全力でメディシングで声か

けをして…と、たくさんできました。

メディシングでは、みんなが本気に

なって１位がとれて、すごくいいス

ポフェスになったなと思いました。      

 

 

メディシングボールで一位がとれた

のはすごく嬉しかったです。班のみ

んなが一丸となって一つのボールを

つないだことで一位になれたからで

す。負けてしまって涙がでるほど悔

しかったけど、最高のスポフェスに

なりました。   

 なかよしグループでは、６年生と

して班の子が困っていたら積極的に

声をかけたりトイレに連れて行った

りできたのでよかったです。班の子

ともっとなかよくなれました。 

 

今年は最後のスポフェスなので、

悔いが残らないといいなと思ってい

ました。委員会で担当だった開会式

の司会もうまくやることができた

し、応援やメディシングボールでの

声かけも積極的にできました。 

 

 係では、シンボルマークを描く仕

事を積極的にできたのでよかったと

思いました。なかよしグループでは、

低学年に声かけするのは種目の時な

どにできたけれど、リーダーを支え

る機会を見つけられなかったので、

これからのなかよしグループ活動で

は支えていきたいと思いました。 

 

 今年のスポフェスでがんばったこ

とは、騎馬戦の実行委員です。毎日

中休みに集まってめあてを決めた

り、練習のリハーサルをしたりしま

した。高学年らしいかっこいい姿を

見せることがめあてだったので、話

し方も少しでもかっこよくできるよ

うに練習をやりました。 

 

 私は、応援団の一員として、団

長を支え、引っ張っていくことが

できたと思います。１年生の教室

に行って、みんなが覚えられるよ

うに、全力で力を出しきれるよう

練習をしにいってまとめることが

できたと思います。 

 

今年のスポフェスの６年のダンス

はうまくいきました。なぜなら前ま

でダンスがあまり得意ではありませ

んでしたですが、うまくできました。

母は、今までできなかったのにすご

いね、と言っていました。なので、

今後も苦手なものをうまくしたいと

思いました。      

 

☆お知らせ☆ 

〇劇団四季こころの劇場の観劇について 

 11 月 15 日（金）は、『劇団四季こころの劇場』の観劇に行きます。詳細は先日お配りした

手紙をご確認ください。お弁当の準備をよろしくお願いいたします。 

 

〇土曜参観 

 11 月 16 日（土）は、土曜参観です。たくさんのご参観お待ちしております。授業内容等

は各クラスの予定表でご確認ください。 

令和元年 11 月 1 日 

横浜市立大岡小学校 

第６学年 １1 月号 


