
 
 
 
 
 

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。 

 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１７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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★２１日（土）６年生を送る会 

会が終わり次第、下校となります。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 

３月中に、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。 

★絵の具セットの配付 

 注文された人に絵の具セットを配りました。使用は２年生からですので、名前を記入してご家庭で保

管ください。 

横浜市立大岡小学校 

令和２年２月２６日 

３月号 

文化祭を振り返って 

わたしは文かさいで、じぶんた
ちのおはなのことを はっしん
できたから うれしかったです。 
 ５年２くみでせっけんをつく
ったことがたのしかったです。 

 ぼくは、クラスのはっぴょう
で、おとなの人にカルタのよみふ
だを よむのをがんばりました。 

それから、２年３くみにいっ
て、パチンコと水車でうごくふね
をもらいました。 

 

ぼくががんばったことは、うさぎ
のためにつくったいろんなもの
を、しょうかいしたことです。き
ょうしつの中で、おきゃくさんに
じぶんからこえをかけたのも 
がんばりました。 

わたしは、おせわクイズで たく
さんおきゃくさんがきて「おもし
ろい。」とか いってくれて う
れしかったです。６年２くみのク
レヨンは、みつろうからつくられ
ていて、はちみつのいいかおりが
しました。 

ぼくは、きょうみしんしんが が

んばれました。りゆうは、おもち

ゃランドで、きょうみをもってあ

そべたからです。 

わたしは、６年２くみで、クレヨ

ンづくりで、じかんが早くて つ

くれなかったけど、はちのすがき

もちよかったです。 

ぼくは、ぜんしんを がんばれた
と おもいます。りゆうは、はな
すとき、大きなこえで いえたか
らです。 

わたしが がんばったことは、
げきです。りゆうは、いつもより
こえが大きくできたからです。 

ほかのクラスでは、２年１くみ
に 水であそべるおもちゃがあ
りました。あと、５年２くみでせ
っけんがつくれました。 

文かさいでは、２年３くみで こ

んなおもちゃを つくれるんだ

なって おもいました。 

おきゃくさんに、じぶんたちがつ
くったものや もってきたもの
を くわしくつたえられました。
おきゃくさんが「うんうん。」とう
なずいてくれたから、わかってく
れてよかったし、はっしん・ぜん
しん・きょうみしんしんがたっせ
いできました。 



 
  

 
 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ 日 
横 浜 市 立 大 岡 小 学 校 
第 2 学年だより３月号 

【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 

できて

いるか

な？ 

文化祭ふりかえり 

 今年の文かさいは、きょ年より
も人が来てくれました。きょ年
は、絵を見て聞いてもらうだけだ
ったけど、今年の文かさいは、た
いけんができて、来てくれた人は
「おお。」と言ってくれたからよ
かったです。大おかの時に話した
こともぜんぶレベルアップできた
ことがうれしかったです。 
 

 ぼくが、文かさいでがんばった
ことは、自分が話す時に、せつめ
いがわかるように、しゃしんを見
せたことです。文かさいをやって
せい長したことは、ほかのクラス
のくふうを見つけることです。作
り方とかを聞くだけではなく、そ
の話のくふうを見つけられたこと
です。 

 わたしが、文かさいでがんばっ
たことは、二つあります。一つ目
は、せつめい書を全部くばること
です。二つ目は、ルールの分から
ない子にやりかたを教えてあげる
ことです。りゆうは、やり方が分
からない子に教えてあげないと、
勝ちまけなのか分からなくて、お
もしろくなくなってしまうからで
す。 

 ぼくが文かさいで楽しかったと
ころは、おもちゃランドで１年生
がもっとやりたいと言ってくれた
ことです。たくさんやらせてあげ
て、百点に入ったので、ゴムのじ
ゅうをあげました。６年１組のや
きものでは、６年生がやさしく教
えてくれたので、かんたんにでき
あがってよかったです。 

 わたしが、文かさいでがんばっ
たことは、あい手の話をしっかり
聞いたことです。ちゃんとしっか
りきけた組は、６年１組です。し
っかり聞くと、何をしているかが
分かりました。自分がせい長した
ことは、自分の学びをせっきょく
てきにつたえられたことです。 

 わたしは、自分が発表するとき
に言ばづかいやオススメのおもち
ゃを言えてよかったです。小さい
子や上の学年の人が来てくれてう
れしかったです。来てくれた人
が、おもちゃを楽しんでくれたこ
とがよかったです。こんどの文か
さいでは、このけいけんを生かし
ていきたいです。 
   



 
 

 

 

※１６日より、学校が開催された場合の予定です。 

○２１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。 

○２４日（火）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時休業に伴うお知らせ 

 

先日、配布したお知らせにも記載されておりますが、現時点では、３月３日（火）～１３日（金）まで休校

となりました。情勢の変動等により、休業期間を延長する場合もありますが、２年生におきましては、 

 

○ファイルボックス   ○お道具箱   ○ヘルメット（ヘルメットカバーを含む） 

 

は、持ち帰らず学校保管にしたいと思います。持ち帰りの期間が２日間しか設定できず、子ども達の安全な

下校を保証するためです。ご了承ください。 

 

 

 休業期間中の課題について 
 

①国語プリント…表裏 9 枚    （答え合わせもお願いします） 

②算数プリント…表裏８枚    （答え合わせもお願いします） 

③音読 「スーホの白い馬」 一日一回読む 

④規則正し生活を心掛ける 

⑤手洗い・うがいをしっかりする 

 

宜しくお願いします 

 



 

 

№２【５月号】 

  
 
 

日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。２月は文化祭にお越し

いただきありがとうございました。子どもたちが一年間学んできたことを、それぞれのクラスの形で発表し

ました。自信をもって自分たちの学びを伝える子どもの姿が、担任もうれしく、頼もしく感じました。 
さて、３年生として過ごすのも、残り１カ月となりました。年度最後の授業参観では、子どもたちの成長

の様子を見ていただきたいと思っていました。また懇談会でも、一年間の感謝をお伝えしたいと思っていま

したが、両方とも中止になってしまい、とても残念です。一年間、保護者の皆様には、本当にたくさんの温

かいご支援、ご協力をいただきました。子どもたちがのびのびと自分らしさを発揮し、友達とのよりよい関

係を築くことができたのも、ご家庭での支えがあってこそです。紙面上ではありますが、感謝を申し上げた

いと思います。本当に、ありがとうございました。 
４年生への進級に向けて、学んだことをまとめていくとともに、新たな希望がもてるよう、担任一同、努

力してまいります。最後まで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

◆お知らせ◆ 

○3/13 横浜港見学について 

新型ウィルスの流行に伴い、不特定多数の人が集まる場や電車の利用などを控えるよう指示がありま

した。したがって、横浜港見学は中止とさせていただきます。当日は、通常通り給食が出ます。お弁当

の準備は必要ありません。招集した交通費は全額お返しいたします。また、別の日にかわりになる活動

が何かできないか学年で相談しています。決まり次第、お知らせします。 

 

令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

横 浜 市 立 大 岡 小 学 校 

第３学年だより ３月号 

 もの作りチームでは命の大切さで
す。その中でも糸くり、まゆ人形の
前に「かならずやります。」と読ん
でいた紙しばいで伝わったと思いま
した。なぜならば、「れいとうしま
す」と言うと、お客さんが「へぇー
殺してしまうんだ」と言っていたか
らです。たぶんれいとうしても死ん
でしまっても、人の役に立っている
んだ、立ちたいんだと思って聞いて
いた気がするからです。だから、私
たちのチームは時間かかったけど、
そのかいがあって伝えたかった事が
伝わったんだなと思いました。ほか
の組をまわってみて、どれもよかっ
たんだけど、とくに 4 年 2 組の落
語がよかったなと思いました。だっ
て、なんか聞いてて分かんないけ
ど、ほっとして安心して聞けるとい
うか、「いっぱい練習したのでぜひ
来てください」と、めあての興味し
んしんの感じを一番の気持ちだよと
いう感じでした。実際に聞くのはい
いなと思いました。 
       

わたしは文化祭でめあてがたっせ

いできたと思います。どうしてか

というと、ワークショップのこと

を言った後、「３月にわたしたち

３の２はさいごのワークショップ

を開こうと思います。それで、こ

の問題を回ひしてとっぱし、今ま

でい上にいいワークショップにし

たいと思っています。」と、言い

ました。まちの人と

OTOMODACHI になっておうえ

んしてくれたらいいなと思ったか

らです。風呂敷で

OTOMODACHI になるために、

もう一回文様のグループを作って

みてはいかがでしょうか？そうす

れば、むかしっぽくて日本らしい

し、お客さんもなんか気持ちがや

わらぐ気もするからそうしたら友

だちになりやすいと思ったからで

す。     

 わたしは、めあてをたっせいできま
した。理由はお家の方や地域の方にこ
ぎん刺しの事を知ってもらえたからで
す。なかよしＧで２－３のおもちゃラ
ンドがいいと思いました。なぜかとい
うと、じっさいにおもちゃで遊んだり
説明書がおいてあったりしたので、お
もちゃの仕組みなどがくわしく書いて
あったからです。 
      

 わたしは、自分たちのめあてがたっ
せいできたと思います。理由は、こぎ
ん刺しをやってもらって、こぎん刺し
楽しいと言ってもらったり、もっとや
りたいと言われたりしたからです。 
 ほかのクラスでとくにいいなと思っ
たのは２年３組です。作り方を自分だ
ったら本などにしないけど、本で教え
ていたし、楽しくできるようなアイデ
アができていたからです。 
      



 
 
 

   
 

 
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。 

明日より急な対応となりましたが、どうぞご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 ～ 発信！ 前進！！ 興味津々！！！ ～ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 休業中も毎日学習する習慣を大切にしましょう。分からない問題は、教科書等を見てかまいません。 

復習するよい機会にしてください。 

①漢字練習（１日１～２ページ）         はんい ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

②算数（スキル、もしくはノート）         はんい ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

③社会（４７都道府県のプリントを１日１枚） 

④理科（復習のプリントを１日１枚）  

⑤クラスの課題                   内容  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 休み明けには、漢字のまとめ、４７都道府県のテストを行います。 

 ぼくは文化祭のめあてを達成できた

と思います。発信では、自分がこれま

で学んできたことを他の学年や地域の

人に伝えるために、ツアーで練習の時

よりも分かりやすく説明することがで

きました。前進では、まだ文化祭で終

わりではないので、学校の全員に楽し

さを知ってもらえるようにしていきた

いです。 

 初めて落語をやったときに比べる

と、相手に自分が伝えたいことを伝え

ることができたと思います。前よりも

声や表情をうまくつくれたからです。

はじめはお客さんがいっぱいいて緊張

してしまったけど、「声を大きくしない

とお客さんが聞きづらい。」と思い、頑

張ることができました。 

 

 落語で相手に聞こえやすいスピー

ド、大きさなどで話すことを意識して

やりました。お客さんに笑ってもらえ

たのでよかったです。これまでやって

きたこと、そして今日の文化祭で勉強

してきたことを今後も続けていきたい

です。 

 

 ぼくが今年の文化祭で学んだことは

大きく２つです。１つ目は、大きな声

ではきはきと言うことです。このこと

を意識して発表できたと思います。２

つ目は、どの学年も分かりやすくはき

はきと発表していたところです。最後

に、めあては達成できたと思います。

自分から発信できたし、他の学年の発

表にも興味津々になれたからです。 

 

 私は文化祭のめあて「発信」「興味

津々」は達成したと思います。理由は、

発信では自分たちで大岡でやっている

ことを発信できたし、興味津々では、

ケチャップのことについて聞いてくれ

た人には興味津々になってもらえたと

思うからです。最初は緊張したけど、

楽しくできたのでよかったです。 

 

 特に頑張ったことは、文をそのまま

読むのではなく自分で考えたことを説

明することです。なるべくお客さんに

分かりやすいように工夫して説明しま

した。なかよしグループの子の発表に

ついては、３年３組に行って、クイズ

や体験をして楽しくお客さんに分かる

ように説明していたのですごいなと思

いました。  

 

 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥       もちもの 月曜セット 



  
 
 

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。 



 
 


