
 

         

 

     2秒の静寂             校長 阿部雅子 

2 月 24 日の朝会でのことです。会が始まる前、司会の平田先生が前に立つと、声がしていた体育館は、

水を打ったような静けさで包まれました。それは物音ひとつしないという表現ではいい足りない静寂、280

人を越えるみんなの気持ちが一つになった静けさといったらよいのでしょうか。「タイミングが合った」「み

んなの呼吸がかみ合った」いやそのどれでもありません。怖いような、ただただすごいという形容がふさわ

しいような一瞬のできごとでした。時間にしたらおそらく 2秒くらいでしょう。衣ずれの音や、せきなど一

切しない静寂、人がたくさんいる空間の中で、このような一瞬のできごとの変化に、果たしてどれくらいの

人が気づいたことでしょう。 

いつのまにか生活音に慣らされた私たちは、ともすると雑音がない無音空間に身を置くと不安になったり

します。ましてや、そのような雑音に慣らされた私たちが、物音一つせず、微動たりとも人が動かない一瞬

をつくるのはなかなか難しいことです。 

このような静寂がなぜ生まれるのかというと、それは人の話を真剣に聴こうという精神の高まりがあるか

らではないでしょうか。「意識の一致」あるいは「精神の統一」というものは、このようなすごい一瞬をつ

くり出すのだと改めて感じました。太田にはすばらしい伝統があります。この守ってきたことの「核」とな

る大事なことを、これからも伝え続けていきたいと思います。 
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朝会では、たくさんの表彰が行われました。「市の作品展」「南区図画工作巡回展」「個別支援学級の合同

学習発表会」「社会を明るくする運動作文」「読書感想文・感想画」「横浜市体育大会」「文集よこはま市長賞」

に対する表彰です。30分かかった表彰式にみんなが最後まで真剣に聞いていたのにも感動します。 

会の最後は、保健委員から、学校保健委員会で話し合った「校外でのあいさつ」を定着させるには、どう

したらよいのか報告がありました。家の周りの清掃やごみ出しなど、自分でできることを積極的に行い、地

域や保護者の方に感謝の気持ちを込めて、心からあいさつすることが大切であると発表しました。 

「社会参加からあいさつを！」学校評価にもありましたが、次年度への本校の継続課題です。ご家庭でも

ひと声かけていただき、お手伝いや感謝の気持ちによるあいさつができるよう、ご協力をお願いいたします。 

 

★☆★ 引き取り訓練のふり返り ～ご協力ありがとうございました～ ★☆★ 

今回の引き取り訓練は、震度５強の地震が平日に起こり、安否確認を行った後、教室で児童を留め置き、

保護者が学校まで引き取りに来ることを想定した訓練でした。早いクラスでは 15分以内にすべての保護者

のお迎えが終了したところもありましたが、次の理由でお迎えが遅れた、あるいはできなかった保護者がい

らっしゃいましたので、次年度の訓練に生かしていきたいと思います。 

残留児童は、安全確保を行った後、教室から 2次待機場所である職員室隣りの相談室で留め置きました。

「保護者の方は、仕事場の状況や交通機関が使えずにお迎えが遅れる場合もあるので、不安にならないよう

に、安心して待っていましょう。」と声をかけました。今回は訓練でしたので、1時間後には時間を区切り、

集団下校に沿った形で、地区担当の教員が登校の集合場所まで付き添って下校させました。いざという時の

ための大事な訓練ですので、次年度もご協力いただきたいと思います。日程はなるべく早くみなさまにお知

らせいたします。ご協力ありがとうございました。 

 

＜残留児童の要因＞ 

・プリントが渡っていない→次年度は、事前メールを配信しますので周知願います 

・保護者の方が忘れる→次年度は、早めの日程連絡と事前メールを配信しますのでお忘れなく！ 

・保護者の方が遅れる→遅れる場合には事前に学校へ連絡ください 
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中区に「子どものためのシアター」という施設があることをご

存知でしょうか。 

「子どものためのシアター」とは、東京藝術大学映像研究科が

運営している施設です。２月１０日（火）、４年生がこの施設で

アニメーションの学習を行いました。 

大学の教授である山村浩二先生（写真右）からアニメーション

の制作技法について説明があり、その後、４年生の質問に答えて

いただきました。 

今まで練習してきたことを全部出せたと思い

ます。緊張しましたが、６年間の思い出をぶつ

けられました。来年は、もっと歌のきれいなク

ラブになるといいな、と思います。 

６年 女子 

 練習の時は、歌詞があやふやで自信をもって

歌うことができなかったけれど、本番ではみん

なはっきりと一つひとつの言葉が聞こえるよう

に歌えたので、とてもうれしかったです。 

６年 女子 

声の高さなど、毎日練習をしてきた成果が存

分に出ていて、とてもよかったです。毎日練習

をしてがんばってきたので、緊張せずに歌えて

よかったです。 

５年 男子 

私は、今年度の音楽会は２回目でした。昨年

は３年生で、４～６年生にいろいろ教えてもら

い、今年はそれを生かすことができたと思いま

す。来年もがんばります。 

４年 女子 

緊張しました。でも、がんばってやれば楽し

くできました。少し失敗したところもあったけ

ど、きれいな歌声で心を合わせて歌えたので、

良かったです。 

３年 女子 



 

 

 ２月１３日（金）、体育館を会場に、今年度のクラブ活動の集大成

とも言えるクラブ発表会を行いました。 

 今年度は、バスケットボールやサッカーなどの球技系クラブのほ

か、新しくできた一輪車・竹馬、ダンスといったクラブの発表もあ

り、音楽に合わせながら演技やデモンストレーションを行っていま

した。 

 ３年生にとっては次年度から行っていく活動であるため、興味

津々といった様子で見ていました。 

 

 

 今年度の国際理解教室では、マレリーネ・キシワダ先生から、ブラジ

ルのことについて教えていただきました。ありがとうございました。 

～マリレーネ先生より～ 

Obrigado por todo esse ano. A escola Ohta, todos seus alunos e 

professores foram formidaveis. Tchau, tchau, e boa sorte. 

（一年間、ありがとうございました。太田小学校のみなさん、校長先生

をはじめ、他の先生方、児童のみなさん、みんなとてもやさしく、明る

く授業に、積極的に参加してくれて、ありがとう。） 

 
 

 

 

 

 ２月１６日（月）、５年生が日産自動車の追浜

工場を見学しました。 

 工場内では、無人のクルマが部品を運んでい

く様子や、注文を受けた順番にクルマが作られ

ていく様子などを見学することができました。 

 

 

 

 ２月１７日（火）に６年生全員で国会議事堂

を見学しました。 

 今回は、会議のため衆議院を見学しました。

全長４．６ｋｍもあるふかふかの赤じゅうたん

の上を歩き、見学しました。テレビでは見たこ

とのある国会を実際に見ると、その雄大さと迫

力に驚いてばかりでした。 

 午後は、リスーピアで算数と理科のおもしろ

さを体験し、思い出に残る見学となりました。 

 電気自動車の充電操作を体験！ 



３月 行事予定 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   曜 行 事 な ど 

１ 日  

２ 月  

３ 火 集会 ６年授業参観・懇談会 

４ 水 なかよしタイム 

５ 木 ＰＴＡ総会 

６ 金 ３年古民家見学 

７ 土  

８ 日  

９ 月 ５年防犯教室 ４年１０歳パーティー（ふれあい活動） 

10 火 集会 １～５年授業参観・懇談会 ５年美しい日本語教室 

11 水  

12 木  

13 金  

14 土  

15 日  

16 月  

17 火 集会 

18 水 給食終了 

19 木 午前中授業（～２５日） 大掃除 

20 金  

21 土 ６年生を送る会 卒業証書授与式 

22 日  

23 月 ３/２１振替休日 

24 火  

25 水 修了式 

26 木 学年末休業日 

27 金  

28 土  

29 日  

30 月  

31 火  

今月の目標 
健康な心と体を

つくろう 
○食事や運動で、じょうぶな体をつくろう。 

○感謝の気持ちをもとう。 

○心と体の育ちを振り返ろう。 

 

◎４月 29日（土）の振替休日は、 

５月２日（火）になります 

 

 

＜３月学校カウンセラー訪問日＞ 

19(木)……………………９：00～11：30 

９(月)……………………14：00～16：30 

予約制ですので、予めご連絡ください。 

窓口…村野養護教諭･中山副校長 

℡２３１－６３９３ 

＜４月の主な行事＞ 

○新６年生登校・新学期準備   ３(金) 

○着任式・始業式・入学式      ６(月) 

○午前授業     ７(火) ～９(木) 

○離任式          ９(木) 

○授業参観・懇談会    ２５(土) 

＜ＰＴＡ総会のお知らせ＞ 
○日時  ３月５日(木)１５：３０～ 

○場所 視聴覚室 

○内容 今年度の事業報告 

来年度の役員承認と紹介など 

ご出席いただけない場合には、委任

状の提出をお願いします。 

３／２１(土) 卒業証書授与式日の時程 
８：３０～ ありがとう６年生の会 

９：１０頃 １～３年生下校 

９：３０～ 卒業生保護者受付 

１０：００～ 卒業証書授与式  

       （４・５年生参加） 

１１：３０頃 ４～５年生下校 

１２：００頃 卒業生下校 

＜授業参観・懇談会のお知らせ＞ 

 今年度最後の授業参観・懇談会にな

ります。ご出席くださいますようお願

いいたします。 

６年…………３／３（火） 

１～５年……３／10（火） 

いずれの学年も 

授業参観……13時 40分～ 

懇談会………14時 40分～ 
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