
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４年２組では、地域にある「竹」を生かした 

もの作りをしています。竹藪の調査の際には、地 

域コーディネーターの皆さんに見守っていただ 

き、たくさん調べることができました。現在は、 

子どもたちが「竹」の加工を一生懸命取り組んでいます。

社会の役に立つものを作りたいという思いの達成に向け

て今後も頑張ります。 

本校では様々な学年・学級の学習で地域の皆様にご協力いただいています。

今月もその一部をご紹介します！ 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/shirane/ 
白根小 HP 

目標に向かって 

校長 海老澤 孝代 

11月はミニ運動会、６年日光修学旅行と大きな学校行事が行われました。 

ミニ運動会は晴天の下、皆様にご協力いただき、滞りなく実施することができました。感謝申し上げます。子どもたちは家族に見て

ほしい、もっと良い動きになるためには、という気持ちから練習に取り組んでいました。この目標に向け、休み時間にもあちらこちらで

タブレットを活用し、動画を見ながら自主的に練習している姿を見ました。また自分の動きを撮影し、「手を上げる高さが違ってい

た。」と修正する姿も見られました。中には放課後にも声を掛け合って公園で練習していた、ということも聞きました。子どもたちは今

まで練習してきたことを思いきり表現することができ、やり切った達成感を感じることができたようです。 

６年生は、日光修学旅行に出かけました。一日目は紅葉の中、男体山を見ながら戦場ヶ原をハイキングしたり、中禅寺湖から毎秒

１トンもの水が流れ落ちる華厳の滝を見学したりして、日光の自然を体感しました。翌日は東照宮などの歴史的建造物に触れ、学習

を深めることもできました。家族と離れ友達と協力して過ごした二日間は多くのことを学び、充実したものとなりました。 

コロナ禍で学校行事が延期、中止される中、感染防止対策を施し実施することで、子どもたちが大きな目標に向かって成長して

いく姿が見られたことは意義深いと改めて感じました。 

さて、投げる・打つの「二刀流」でアメリカの大リーグで活躍している大谷翔平選手が、MVP（最優秀選手賞）を受賞しました。他

にも多くの賞を受賞しギネス世界記録にも認定されたと伝えられています。ピッチャーでもバッターでも大活躍している姿は、子ども

たちの憧れでしょう。先日の記者会見でも「今の状況に満足することなく、来年も大リーグで活躍し勝利に貢献していきたい。目標に

値するような、目指されても問題ないような人間として、今後も頑張りたい。」と語っていました。以前朝会で、大谷選手が高校時代に

設定した目標達成シートについて話したことがありました。この目標達成シートの真ん中には、「ドラ１・８球団」とあります。その周り

の目標は、コントロールや変化球、スピードなど野球の技術面だけでなく、体づくり、メンタル、人間性、運と内面的なことも設定してい

ます。私が特に注目した「運」には、「挨拶・ごみ拾い・部屋掃除・審判さんへの態度・本を読む・道具を大切に使う・プラス思考・応

援される人間になる」とあります。ごみを拾うという行為はアメリカの球場でも続けていて、今までごみがあふれていたチームのベン

チにごみが無くなったと言われています。二刀流という今までの考えを変えてしまうほどの活躍は、アメリカの人たちの意識にまで影

響を与えているのです。このように目標を達成し、更なる次の目標に向けて活躍し続けている大谷選手から目が離せません。 

私もこの目標達成シートを作成してみましたが、全項目を記入することはできませんでした。これからの生活を見直しながら追加

していき、真ん中の目標に向かって取り組んでいこうと思います。自分を見つめ自分自身を知ることや目の前の小さなステップを一

つ一つクリアしていくことが、実は大きな目標や夢に近づいていく近道かもしれません。目標や夢に向かっている白根小学校の子ど

もたちを見守り、目標を達成できるように、そして夢に向かって進んでいけるように支援していきます。 

 

【生活】友達を大切にしよう 

【保健】時間内にきれいに 

そうじをしよう 

【給食】環境をととのえ 

なごやかに 

食事をしよう 

 

◆ 12月の目標 ◆ 

白根小学校 学校だより 令和３年 12月号 

 

11月号 
 

しらね 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習のあしあと 

1年生 

2年生 

3年生 

4年生 

最後まで 一致団結 ダイヤモンド！ 

 「もうお別れだね。」運動会を終えた子どもたちは、自分たち

が使いこなした旗を名残惜しそうに返していました。その言葉か

ら子どもたちが一生懸命に取り組んでいたことが伝わってきまし

た。このミニ運動会を通して、子どもたちの心の成長を感じるこ

とができました。この経験を糧に５年生に向けてさらに成長して

いきたいです。 

ダイナミックカーニバル 

３年生は、それぞれのクラスでスローガンを立てて、自分たちのめ

あてに向かって練習に取り組んできました。隊形移動をしたりグルー

プで動きをずらしたり、いろんなことに挑戦しましたが、みんな一生

懸命練習していました。当日はみんなで動きを合わせて、かっこよく

踊ることができました。８０ｍ走で初めてカーブを走るときも、腕を

思いっきり振って全力で走っていました。みんなの輝く姿がたくさん

見られました。 

大きなさつまいも！たくさん採れたよ。 

 11 月 1 日に 2 年生は、さつまいも掘りに行きました。 

6 月から大切に育てたさつまいもの収穫に子どもたちも張り切っ

て臨みました。子どもたちの頑張りもあり、さつまいもをたくさ

ん収穫することができました。 

 収穫したさつまいもは学校の給食で、大学いもとしておいしく

頂きました。 

Smile for it！ にこにこ 100％ 

１年生は、にこにこ笑顔で踊ることを目標に練習してきました。動

きを揃えることや順番にウエーブをすることが難しかったですが、何

度も練習を重ねるうちにできるようになりました。当日はリズムに合

わせて、元気いっぱい踊りました。徒競走も最後まで一生懸命走り切

りました。「楽しかった。」「２年生になっても頑張りたい。」と初めて

の運動会は充実したものになりました。  

ミニ運動会アンケートへのご協力ありがとう

ございました。アンケートの結果は、12 月中

に本校ホームページに掲載予定です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年生 

6年生 

 

5組 

 先月は、運動会や各学年の校外学習など、たくさんの行事がありました。運動会では、子どもたちが目標に向かってま

とまっていく姿がとても輝いていましたが、一方で、その流れに中々乗れず、人知れず悩みを抱えてしまう子がいることも

あります。横浜市の学校では、１２月に『いじめ解決一斉キャンペーン』を行っています。今年度の中間地点が過ぎ、クラ

スや学年の子どもたちの交友関係は深まり、様々な関わり方をするようになっています。本校でも、いじめの防止・早期発

見をしたり、適切に解決したりするために、担任だけでなく、校長・副校長・学年代表・養護教諭・児童支援専任等による

「いじめ防止対策委員会」があります。いじめにつながる問題が増えてくるこの時期に、学校でしっかりと組織として対応

できるようにしていきます。ご家庭でもお子さんの交友関係に気になることがあれば、個人面談の際にご相談ください。                                            

疾風怒涛！白根ソーラン 

５年生は、ミニ運動会に向けて、「高学年らしい力強いソーラ

ン節を目指して頑張ろう！」という目標をもって、練習に取り組

みました。初めのうちは、すぐに体が痛くなったり疲れてしまっ

たりしていましたが、徐々に動きに慣れ、最後にはみんな全力で

踊り切れるようなりました。運動会当日は、練習の成果を発揮し

て、気持ちのこもった立派な演技ができました。この経験を生か

して、最高学年に向けて学校生活を送ってほしいです。 

修学旅行に行ってきました！ 

爽やかな秋晴れの下、日光修学旅行に行きました。１日目は、

戦場ヶ原を１時間近くハイキングして自然を感じました。湯滝や

華厳の滝を見て、その雄大さに圧倒されたようでした。２日目の

東照宮では、「写真で見た通りだ～！」と、陽明門の色鮮やかな

様子に感動していました。友達と過ごす時間が何より楽しかった

ようで、一人ひとり素敵な思い出ができたことと思います。 

プラットフォーム事業がスタート！ 

 ミニ運動会では、それぞれが交流級の学年で徒競走と演

技を一生懸命頑張りました。ミニ運動会が終わり、5 組では

プラットフォーム事業の取り組みがスタートしています。今

年度は 1 月のワークショップでプロのダンサー,演出家の方

に表現運動のご指導をしていただく予定です。今年も 5 組の

ダンスをお楽しみに！ 

 

児童支援専任 工藤哲朗  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 予  定 
１年生 

下校時刻 

１ 水 
朝会 防犯パトロール       （1日は市研究会のため）      
車いすバスケ体験（5年）  全学年4時間授業 

13:30 

２ 木 
授業参観・個人面談・作品展 
人権週間講演（6年） 

13:30 

３ 金 
授業参観・個人面談・作品展 
学校カウンセラー（PM） 
ボッチャ体験（3年）  

13:30 

４ 土   

５ 日   

６ 月 
授業参観・個人面談・作品展 
人権週間交流（1年・5組） 

13:30 

７ 火 授業参観・個人面談・作品展 13:30 

８ 水 集会（低学年） 13:30 

９ 木 授業参観・個人面談・作品展 13:30 

１０ 金 委員会活動 14：35 

１１ 土   

１２ 日   

１３ 月 
情報モラル研修（5年）  
読書週間（～１２月 24日まで） 

14：35 

１４ 火 情報モラル研修（6年） 14：35 

１５ 水 朝会  13:30 

１６ 木 クラブ活動 14：35 

１７ 金 
学校カウンセラー（AM） 
全学年 5時間授業（校内研究会のため） 

14：35 

１８ 土   

１９ 日   

２０ 月 代表委員会（中休み） 14：35 

２１ 火 大掃除（2・4・6年） 14：35 

２２ 水 集会 13:30 

２３ 木 給食終了 大掃除（1・3・5年・5組） 14：35 

２４ 金 朝会 冬期休業前最終日 １２:15 

２５ 土 冬季休業（～１月 6日まで）  

２６ 日   

２７ 月   

２８ 火   

２９ 水   

３０ 木   

３１ 金   

１２月の行事予定（変更することがあります） 

 

○校内作品展について 

 学習発表の一環として、日々の学習やクラブ活動の中

で作成した子どもたちの作品を展示します。感染症予

防で密を避けるために授業参観・個人面談の際にご鑑

賞いただくようご協力をお願いいたします。 

２，４，５年の平面作品は各学級前、１年の立体作品

は２階廊下、３年の立体作品は３階廊下、６年の立体作

品およびマンガイラストクラブ,図書クラブの作品は図

工室に展示します。なお、各学級前と各昇降口にアンケ

ート用の QRコードを掲示しますのでご協力ください。 

１２月２日（木）～９日（木） 

2,3校時及び１３：３０～１６：３０ 

＊８日（水）は除く  

＊インターホンは使用せず、各昇降口から 

お入りください。 

 
１月の主な行事予定（変更することがあります） 

７日（金）冬期休業後初日 朝会  

集団登校（12日まで） 

午前授業 （12:15下校） 

        学校カウンセラー（AM） 

11日（火）給食開始 防犯パトロール 

13日（木）今宿中職業体験  委員会活動 

17日（月）４年校外学習（箱根） 

18日（火）避難訓練 

  20日(木)クラブ活動 

  21日（金）旭北中職業体験 

学校カウンセラー（AM） 

  24日（月）避難訓練（予備日） 

  28日（金）学校カウンセラー（PM） 

○授業参観・個人面談・校内作品展 

2日（木）,3日（金）,6日（月）,7日（火）,9日（木）

に個人面談が行われます。担任から配付いたしました

予定表の確認をお願いいたします。また、今年度は、お

子様の個人面談の日に授業を参観していただけます。

検温カードやマスクの着用など、感染症対策にご理解・

ご協力の上、来校してください。この期間中に校内作品

展も行っておりますので、ぜひご鑑賞ください。 

なお、防犯の都合上、授業参観の際は時間を限定し

て友情門のみ開門いたします。児童の安全のため、ご

理解とご協力をよろしくお願いいたします。（個人面談

の際は４つの門を開放いたします。） 

開門時間（この時間外に来られた方は友情門よりイ

ンターホンを押してください。） 

①9時 20分～９時 35分 

②10時 15分～10時 40分 

③11時 25分～11時 35分 

※自転車、バイク、自家用車での来校はご遠慮くださ

い。（近隣の駐車もおやめください。） 

※保護者証、上履き、靴入れ袋をご持参ください。 

 


