
 

 

 

 

         

 

節分に柊鰯（ひいらぎいわし） 

校長 阿部 雅子 

2月 3日は節分です。学校でも学習ルームを始め取り組む学級も多い楽しいひとときです。（多くは担

任が鬼役をやるため、子どもたちがここぞとばかり豆をぶつけることができる！） この節分、調べて

みると「大寒の最後の日であるため、寒さはこの日がピークで江戸時代以降に立春（毎年 2月 4日ごろ）

の前日になった」とのこと。学校では、校庭の梅がみごとに咲いており、この梅から桜までの時期があ

っという間なので、毎年節分を境に、「ああ、また進学進級の年がすぐ来るなあ」と思わされます。 

さて節分は、一般的には「福は内、鬼は外」と声を出しながら福豆（炒り大豆）をまいて、年齢の数

だけ（もしくは一つ多く）豆を食べる厄除けですが、最近は恵方巻きを食べるご家庭もあるかと思いま

す。「鬼を追いはらう臭いを立てるために、ニンニクやラッキョウを用いることもある」とのことです

ので、我が家では豆まきと、玄関にニンニク、ラッキョウでいこうかと思います。 

「柊鰯（ひいらぎいわし）は、節分に魔除けとして使われる、ひいらぎの小

枝と焼いたいわしの頭、あるいはそれを門口にさしたもの。西日本では、やい

かがし（焼嗅）、やっかがし、やいくさし、やきさし、ともいう」とあり、こ

の風習は日本各地にあるとのことですが、現在ではあまり見られませんね。ふ

と思い起こすと、有名な超現実主義の画家にダリがいますが、子どもたちはこ

の不思議な絵が大好きです。横浜美術館にも大きな絵が展示してありますが、このダリの絵に、枝に刺

したいわしがよく使われます。もしやスペインでも魔除け？いや日本の風習がヨーロッパへ？調べてみ

たくなりました。小学校では 5年生が年男・年女にあたるため、5年生が中心となって豆まきの行事を行

っているところも多いようです。 

みなさまのご家庭にも、鬼が逃げ福が来ますように！  

＊＊＊＊本日 1月 29日（金）港南公会堂で、 

南区合同学習発表会が行われます＊＊＊＊ 

  

26日（火）の朝、全校に向けて学習ルームがサタデーチャレンジでも披露

した「けん玉」を体育館で発表しました。一発で難しい技を決めたときには、

会場から歓声と拍手が湧き、盛り上がりました。けん玉の歴史の解説もスムーズに進み、次々と技を決

めていきました。今日は全校の皆さんにもらった自信をお守りに、南区の発表に行ってきます！ぜひ応

援してください。 

学校だより  
平成 28年 1月 29日 

横浜市立太田小学校                

２月号 おおたウェイ
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２月 行事予定 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   曜 行 事 な ど 

１ 月  

２ 火 朝会 委員会活動 

３ 水 代表委員会 歯科巡回指導 

４ 木 市学力調査（国・理） 午前中授業 

５ 金 市学力調査（算・社） 午前中授業 

６ 土 市児童音楽会（磯子公会堂） 

７ 日  

８ 月 ６年東京見学 ５年社会を明るくする運動 

９ 火 集会（大なわ） クラブ活動 

10 水 集会（市音楽会発表 特別音楽クラブ） 

11 木 建国記念の日 

12 金 校内授業研究会 

13 土  

14 日  

15 月  

16 火 集会 クラブ・委員会（反省） 

17 水 ６年筝曲鑑賞会 

18 木 共進中職員授業参観 

19 金 クラブ活動発表会 ５年親子活動 

20 土 ３校球技練習試合（日枝・南太田・太田） 

21 日  

22 月 ３年古民家見学（予備日２６日） 

23 火 朝会 新１年生保護者説明会 

24 水  

25 木  

26 金 委員会活動  

27 土  

28 日  

29 月 

通学班指導 代表委員会 

２年動物ふれあい教室  

個別支援級共進中交流会  

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。 

 

市学力・学習状況調査（２／４～５） 
 上記の期日に、１・２年生は国・算・

生活意識調査の３つ、３年生以上は

社・理を加えた５つの調査を実施しま

す。なお、両日は採点および結果デー

タ作成のため、給食ありの午前中授業

となります。 

◎４月 29日（土）の振替休日は、 

５月２日（火）になります 

 

 

＜学校カウンセラー訪問日＞ 

４(木)・29（月）………９：00～11：30 

15(月)・23(火)…………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 

＜３月の主な行事＞ 
○６年授業参観・懇談会   ３(木) 
○学校保健委員会      ４(金) 
○１～５年・学習Ｒ授業参観・懇談会 

８(火) 
○給食終了・６年大掃除  １７(木) 
○６年生を送る会・卒業証書授与式 

１９(土) 
○修了式         ２５(金) 

市児童音楽会（２／６） 
今年も特別音楽クラブが市児童音楽

会に出演します。今回披露する曲は、

『空と風のきっぷ』『「バリアンテ号」 

勇敢な船』の２曲です。 

残念ながら保護者の皆様の会場への

入場・鑑賞はできないのですが、２月

１０日（水）８時３０分から出演報告

発表会を行います。保護者の皆様に

は、こちらの機会にぜひ鑑賞していた

だきますようお願いいたします。 

通学班指導（２／２９） 

 ９時３０分から通学班指導を行い

ます。今年度の通学班登校の振り返り

になります。ＰＴＡ校外委員の皆様に

はお手数をおかけしますが、ご出席く

ださいますようお願いいたします。 



 

  
 

 

１年生は、ふれあい活動で「かるたとり」を

しました。子どもも大人も元気いっぱい楽しん

で活動しました！かるたの楽しさを知ったの

で、今度は雨の日などに、かるたで遊びたいと

思います。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は社会科と関連して、お父さんお母さ

ん、おじいちゃんおばあちゃんの子どもの頃の

お菓子や遊びを、お家の方と子どもとで楽しみ

ました。役員の皆さんを中心に、保護者の方の

お手伝いもあり、子どもたちはお菓子づくりを

体験し、手作りのお菓子を味わうことができま

した。また、ゴム跳びやコマ、竹とんぼ、ホッ

ピングなど、いろいろな昔遊びを用意し、子ど

もたちは大いに楽しんでいました。 

 

 

 

「心からの笑顔でありがとうを伝えよう」と
テーマを決め、テーマを達成することができる
よう、学年全員で協力をして準備に取り組んで
きました。 
当日は、一人ひとりが将来の夢についてスピ

ーチをしたり、お家の方に感謝の気持ちを込め
て歌を歌ったりしました。感動しているお家の
方を見て、子どもたちは嬉しそうな表情を見せ
ていました。 

４年 TEN才パーティー
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 １・２年生で今年度最後の幼保小交流を

行いました。内容は、学校案内でした。 

 太田小学校の教室を案内し、最後は教室

に戻ってランドセルを背負わせてあげた

り、教科書を見せてあげたりしました。教

科書を読んでいる保育園の子に、２年生が

「すごい！もう小学生みたいだね！」と声

をかける場面があり、保育園の子も嬉しそ

うにしていました。

 

３年 親子活動 

 幼保小交流 
 

 １年 親子交流 

た
の
し
い
！ 

た
の
し
い
！ 

ま
た
や
り
た
い
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 新しい年を迎え、新年の決意を込めた書き初

めを行いました。まだまだ寒い体育館ですが、

逆に館内は凛とした雰囲気となり、どの児童も

集中しながら筆を進めていたのが印象的でし

た。出来上がった 

作品は教室前の廊 

下に展示され、友 

達同士で見合って 

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１月１６日（土）日産スタジアムにて、ちびっこ

駅伝大会が行われました。太田小からは、４２人の

子どもたちが参加し、タイムを一秒でも縮めるため

に、朝練に取り組み、活動してきました。 

 当日は、全員が完走することができました。 

走り終わった後は、 

力を出し切ったことが 

表情から伝わり、全員 

素敵な笑顔を見せてい 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  去る１２月２日に共進中学校の２年生５

名の職業体験の受け入れを行いました。緊張し

ながらも先生の補助をしたり休み時間に元気

に子どもたちと遊んだりしながら、半日ではあ

りますが「小学校の先生」の仕事を体験しても

らいました。将来、生徒の中から学校の教員を

目指す人がいてくれると嬉しい限りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校内作品展 
１月１３日～１６日の間、体育館で２年に１

度の「校内作品展」と恒例の「年賀状展」を開

催しました。作品展は、各学年の日頃の図画・

工作の学習活動の成果物である立体・平面作品

を展示。また、年賀状展は今年も個性あふれる

力作ぞろいとなりました。 

併せて、近隣の三春台・めいとく・清水ケ丘

の３保育園、共進中学校、横浜清陵高校からも

出展され、発達段階に応じたそれぞれの作品は

どれもすばらしいものでした。 

校内書写展  

よこはま国際ちびっこ駅伝大会 共進中職業体験

１２南区巡回図

工展 

自分の周りに子どもたちが集まってくれて話

をしたけれど、先生は毎日こういう状況の中

で授業をしたり、遊んだりしていると思うと、

楽しそうだけど、本当はとても大変なんだな

と感じた。 

先生は資料を自分で作

り、工夫やしかけをし

て、授業を楽しくして

いました。 
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