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今年度第２号は、トピックス及び各部の活動報告と課題等について報告します。 

【トピックス】 

❀「地域学校協働活動」推進に関わる文部科学大臣表彰を受賞 ❀

平成 28 年度「地域学校協働活動」推進に関わる文部科学大臣表彰が 12月 8 日に文部科学省にて

行われ、全国で１３５校、神奈川県６校横浜市で２校が表彰されました。横浜市の２校は瀬谷さくら

小学校の「さくらの子応援隊」と潮田共学舎（鶴見区）

で、さくらの子応援隊はマラソン大会やクラブ活動、算

数教育支援、また学援隊による子供たちの見守りなど、

地域や学校をまとめたことが評価されました。 

受賞後、横浜市教育委員会岡田優子教育長（１２月１

９日）、森秀毅瀬谷区長（１２月２２日）を訪問し報告

しました＝写真。 

平成２８年度を振り返って 

学校運営協議会会長  網代宗四郎 

明るい陽ざしが春の訪れを告げているように思われる今日この頃でございますが、皆様には、益々

ご健勝の事とお慶び申し上げます。 

月日の経つのは早いもので、平成２８年度を迎え、入学式が行われましたの

がつい昨日のように感じられます。 

平成２８年度の活動を振り返ってみますと、今年度も学校運営協議会活動の

テーマを念頭におき、一年間活動してまいりました。とりわけ、サブテーマ「み

んなの力で守り育てよう、瀬谷さくら小学校、さくらの子」にございますよう

に、保護者・地域のみなさんが、瀬谷さくら小学校の発展を願って学校運営に

温かいご理解とご支援をいただきました。また、児童の皆さんが安全に伸び伸

びと勉強やスポーツができるように、さらに、様々な体験や、多くの方々とのふれあいの機会づくり

に努力してくださいました。加えて、武藤校長先生はじめ諸先生が一生懸命学校運営に当たられまし

た。 

お陰様で、学校は創立７周年にふさわしい確かな歴史を刻まれたと思います。 
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大変暑い日も、寒い日も、また、傘がさせない程の嵐の日も欠かさず登校される児童の皆さんの姿

を見ておりますと、大きな感動を覚えます。また、沢山の元気をいただきます。運動会で真剣に走っ

たり演技をされる、更には、学習発表会で同学年のお友達と力を合わせ様々なテーマに取り組まれる

様子を見ておりますと、児童の皆さんお一人おひとりが大変立派に成長され、とても頼もしくなりま

した。 

６年生の皆さんは間もなく卒業式を迎えられ、武藤校長先生から素晴らしい卒業証書を授与されま

すね。皆さん本当におめでとうございます。瀬谷さくら小学校で学ばれたことやこの町で過ごした事

を誇りに思ってください。そして、今後の中学校生活を楽しんでください。 

在校生の皆さんもそれぞれ一学年進級されますことをお祝い申し上げますと共に、新たな瀬谷さく

ら小学校の素晴らしい歴史を作ってくださいますようお願いします。 

結びに、一年間学校運営協議会の活動に温かいご理解とご指導ご支援賜りました皆様に心より御礼

申し上げますと共に益々のご健勝とご活躍をされますようご祈念申し上げます。 

地域の方々および運営協議会の御支援に感謝 

瀬谷さくら小学校 校長 武藤牧子 

２月中旬には、学校の河津桜が咲き、春の訪れを知らせてくれました。 

今年度も学校運営協議会で学校行事をはじめとする教育活動等にご示唆をいただき、学校と家庭と

地域の連携を深めることができました。瀬谷さくら小学校の開校当時から、児童

が生き生きと学校生活を送れるように保護者や地域の皆様の参画による学校づく

りの推進を学校運営協議会が担ってまいりました。５部会それぞれの活動を充実

させることのみならず、５部会の連携を図ることや区役所、警察署等の外部機関

との関係づくりも進めていただきました。児童の安全の見守りや学校生活の充実、

地域における児童の健全育成と児童の生活の至る所で見守り励ましてくださって

いたことに感謝いたします。 

その成果として、昨年１２月、文部科学大臣よりさくらの子応援隊が「地域学校協働活動」の表彰

を受けました。これは、地域と学校の連携・協働を推進している団体を表彰するものです。算数サポ

ートや算数補充の取組、教育活動への地域の人材活用、学援隊による安全の見守りや安全指導への協

力、地域祭りや地域行事との連携や防災教育への支援等、多くの活動を通して学校と家庭、地域をつ

なぐ役割を果たしている学校運営協議会の実績にもつながるものと考えます。このような多くの支援

への感謝の思いは、学校職員をはじめ児童の姿でお伝えすることが一番だと思っています。２５日に、

さくらマラソンを実施しました。多くの保護者や学援隊をはじめとした地域の皆さんの応援を受けて

走る児童の一生懸命な姿もその一つです。これまでの皆様の教育活動へのご理解とご協力に感謝申し

上げるとともに、今後とも瀬谷さくら小学校へのご支援をお願い申し上げます。 

【各部報告】 

さくら小地域夏まつり 

交流会事務局 管野広章 

交流会が主催する「さくら小地域夏まつり」も今年の７月には第８回目を迎えます。その前の下瀬

谷小学校から通算すれば３３回目になります。昨年のまつりでは各自治会に自治会名入り提灯の購入
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をお願いし、会場を盛り上げていただきました。快くご協力くださいました各自治会の皆様に大変感

謝申し上げます。 

また、このまつりでは新一年生がやぐらの上で盆踊りを踊

ることが恒例になっています。 

一生懸命踊る一年生、そしてその下でカメラをもって見上

げる保護者の皆様。その姿を見るにつけこのまつりの意義は

あると感じます。毎年お立ち台でデビューする一年生が中学

になっても高校生になっても、このまつりに来ることを楽し

みにしてもらえる。そんなまつりを末永く続けていくことが

交流会の使命と考えています。私も毎年模擬店の中からまつりの様子を見ておりますが、実際に高校

生くらいの方々が久しぶりに会って談笑しているのかなと思う光景を何度も見ています。この地域に

定着したこのまつり、微力ではありますが担い手として努力して参ります。 

「算数サポート,算数補充、クラブ支援」での子供とのふれあい 

さくらの子応援隊  野口 元 

算数サポート等の教育支援は今年で６年となりました、多くの賛同者のご協力、ご支援を得て学校

の要請に沿った活動が続いています。表題の支援は毎週 1,2 回実施をしています、１月２月だけです

が２年生対象に３回だけ九九の特訓もやっています。毎回２０数名の隊員が参加をして頂いています。

教室に入ると「おはようございます、宜しくお願いします」「○○さんここに来て下さい」「有難うご

ざいました、またお願いします」と児童から声を掛けられると暖

かい気持ちになり我々の励みになります、頭を抱えて考えている

子供に少し教えると、その後はスムースに問題を解いているのを

みるとやって良かったという気持ちになります。先日こんな話を

聞きました、サポートの無い日に「今日は来てくれないの」と子

供が先生に話しかけたとの事です、嬉しいですね！ 

クラブ支援はマラソン、ドッチボール、屋外スポーツ、理科実

験、手芸、図工などのクラブの手伝いをしています。各クラブは

子供達の自主的な判断で実施しているので、我々は見守ることが主体になっています。各クラブの部

長の指導力に差が出てくるのが面白いと見ています。 

参加される隊員は皆さん熱心で年間を通じて皆勤の方も大勢おります、そして子供との触れ合いを

楽しみながら、九九が上手くなる方法、算数が得意になる方法、より早く走る方法など考えながらや

っています。 

盆踊り指導を通しての喜び 

盆踊り担当   横田 千代子 

小学一年生の生徒たちと、アンパンマン、瀬谷音頭を、体育館で練習します。最初はなかなか覚え

られないのですが、二回三回と続くうちに、だんだん上手になり、子どもの目はキラキラ輝いてきま

す。本番で素敵な浴衣を着て、ヤグラの上で嬉しそうに踊る時は見違えるほどです。 
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教職員の方たちのコーナーあり、先生たちの、ヤグラの

上で楽しそうに声をかけ合って踊る姿は、それはそれは見

事で、生徒たちも舞台に上がってきます。 

一つの夏まつりを通して、先生、生徒、地域が一つの輪

となることは、素晴らしい団結です。また、子どもたちが、

あっ盆踊りの先生だとあちらこちらで声をかけて下さり、

感謝の言葉を言って下さるさくら小学校の生徒たちは、素

直な良い子どもたちだと思います。 

筝の体験授業 

筝代表 広瀬 満 

下瀬谷筝の会というグループです。数年前からさくら小学校の六年生に、「筝を演奏してみよう」と

言う学校の活動に参加しています。 

体験授業では、さくら変奏曲、春の海を聞いてもらい、ま

た筝・尺八の説明後演奏を体験します。 

体験は 6、7グループに分かれ、一人ずつ爪をはめて、「さ

くらさくら」を弾く練習をします。生徒さんには、一生懸命

に取り組んでもらっています。 

体験が終った後の感想文では、(1)初めて体験してみて、

日本の音楽に興味を持つことができた。(2)生で聞けてよか

った。(3)力を入れないと、音がでない(4)初めは戸惑ったけ

ど、教えてもらっているうちに弾けるようになった等ですが、筝に初めてふれた生徒さんが多く、全

員が楽しかったと書いていただきました。また、後日、校外で出会った時あいさつされ、覚えてくれ

ていたんだなあ・・とこんな交流もあるんだと、とてもうれしい気持ちになりました。美しい筝の音

色が思いやりのある豊かな心を育む方向に進んでもらえれば私たちのこの上なき幸せです。 

楽しい１年生、２年生との音楽授業 

ウクレレ友遊会 野口元

ウクレレを初めて 2､3年のウクレレ友遊会が当時の校長古川先生に話を持ちかけ、音楽の授業に採

用してもらって１０年になりました。我々のウクレレ演奏、子

供達のピアニカとのコラボとウクレレ演奏の実技の指導をや

りますが、あっという間に４５分が過ぎてしまいます。今の音

楽専任の村上先生をはじめ歴代の音楽の先生に、お世辞もこめ

て「子供達に初めての良い経験になった、有難うございます」

と言われるのが自慢です。 

ウクレレを演奏して指が痛くなっても子供達から「音がきれ

いだ」「ハワイに来たみたい」「ウクレレをやってみたい」「ま
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た来てね」など嬉しい言葉を掛けて貰えるのが嬉しいですね。ウクレレの仲間は大勢いますが、こん

な経験が出来るのは稀であろうと感謝しています。 

読み聞かせが生むもの

読み聞かせグループ 笠原八重子 

２月１７日２時間目から４時間目まで、授業時間をいただいて、４年５年６年生に読み聞かせを致

しました。 

４年生 ・・さるすべりの花  一眼国(落語)  さよならの学校 

５年生 ・・わすれられないおくりもの  字のないはがき どんぐりと山猫 

６年生 ・・野ばら 虔十公園林  

宮沢賢治の「どんぐりと山猫」は６名のモチモチ文庫の仲間

たちが、練習を重ねた成果を聞いていただきました。 

読み手から目を離さない子、時々にっこりうなずきながら聴

いている子、読み手としては、とても話しやすい空気の中でし

た。こどもたちに何が残ったのだろうか。どんなことを感じた

のだろうか。 

終わってからおっしゃった校長先生の「映像が溢れているこ

の時代の中で、ことばを聴くだけで想像できるようになること、

それがとても大事だと思うのです。」という言葉に共感いたしました。それは、思いやりができるとも

言えると思うからです。 

苦瓜(ゴーヤ)を 3 階ベランダまで伸ばそう

作物栽培指導委員 岩野 時男 

数年前より、4 年生と苦瓜によるグリーンカーテン作りを行っています。 

年毎に上達し、昨年は２階まで伸びました。 

今年度は目標を３階ベランダまで達することを設定し、全員参加で

取り組みました。苦瓜の育成により、生徒たちは苦瓜の土づくりが

一番大切で、成長の９０%を占めていることを学びました。また

花が咲き、実がなるまでの成長過程を知ることが出来ました。 

生徒たちは熱心に「水を与える間隔はどのくらいか?」という質

問や「肥料はどのように与えれば良いのか?」等の質問をしながら

指導を受け、目標に向けてがんばっていました。そして、雑草対策

として苦瓜の根元周辺に稲わらを敷き詰めることで、雑草だけではなく

乾燥防止にも役立つことを学ぶことが出来ました。 

何より、生徒たちが自主的に責任を持って、担当を決め毎朝欠かさず水を与えたり、成長を見守る

取り組みを行ったおかげで、目標としていた３階まで届くことが出来ました。苦瓜を通して、植物の

成長と実の収穫、さらにその実を食べるといった食育にも役立つよい機会となりました。 



学校運営協議会だより 平成２８年度・第 2号 

6 

学校運営協議会だより 

平成 28年度・第 2 号 

平成２9 年 3月５日 

横浜市立瀬谷さくら小学校 

学 校 運 営 協 議 会 

発行責任者 

会長  網 代 宗 四 郎 
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【活動報告】 

１．７月２３・２４日 さくら小夏祭り開催  交通整理と駐輪場警備を実施 

２．７月２９日  交流会主催の夏祭り反省会を実施 

３．９月２６日  通学路の安全確保のため、見守り方法の見直し・信号機の設置等について 

緊急会議を開催 

４．１１月２日 通学路変更に伴う信号機の設置について瀬谷警察飯島署長に要望者提出 

５．１２月３日 学習発表会に運営協議会の活動報告パネルを展示 

６．１月２０日 瀬谷さくら小学校交流会 賀詞交歓会実施 

７．２月１７日 学援隊・さくらの子応援隊の研修会・懇親会を実施 

「熊本地震復旧ボランティア活動を通して得た教訓」と題して、瀬谷区 

総務課危機管理地域防災担当係長 菅家 広之様の講演 

平成２８年度運営協議会開催（合計６回） 

第１回 平成２８年５月１９日 中期学校経営方針、学力向上ＡＣプラン、ＰＴＡ活動 

第２回 平成２８年７月８日  学校運営協議会規約、各部活動計画 

第３回 平成２８年９月２９日  前期学校評価報告・検討 

第４回 平成２８年１１月２５日 各部活動報告、報告ポスター制作 

第５回 平成２８年１２月５日  学習発表会に活動報告ポスター展示 

第６回 平成２９年２月２３日  後期学校評価報告・検討、次年度の取組み 

【編集後記】 

運営協議会だより第１号の評価を聞いてみると、いつも同じ構

成であまり読む気がしない、もっと工夫したらどうかとのことで

今回は、トピックスを最初に持ってきて興味を引く構成にしてみ

ました。また各部会で活動して下さっている皆さんに日頃の苦労

話をと思って、原稿を依頼し掲載させていただきました。 

子どもたちを支援して下さっている方も少しづつ年を取ってい

きます、このような活動なら私もお手伝いできそうと思われる方

がいらっしゃいましたら是非学校や地域代表者の方にご連絡をお

願いします。 （広報担当部会 渡辺、芦田、石川） 


