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教室に入る陽射しが奥の方まで届くようになり、秋

の深まりが感じられるようになりました。 

１日延期にはなりましたが、新校舎ができて初めて

の運動会が大成功で終わりました。当日は、ＰＴＡ役

員さん、ボランティアの皆様、今年度発足したおやじ

の会は川和中・都田中・都田小のおやじの会の方々に

もお手伝いいただき、大きな混乱もなく開催すること

ができました。地域・保護者の皆様のご協力と温かい

声援の賜物と心より感謝申し上げます。運動会に向け

ての練習では、毎回毎回の積み重ねで、どんどん演技

がまとまっていくと同時に、子どもたちの行動に自信

と余裕が感じられるようになっていきました。仲間と

声や動きを合わせることで集団の美しさを感じたり、

普段使わない筋肉をたくさん使って筋肉痛になった

り、難しいステップに苦しんだり・・・当日に向けて

の練習で多くの体験をし、身体だけでなく、精神面で

も鍛えられる場面があったことでしょう。様々な壁を

乗り越え、一回り大きく成長した子どもたちの、今後

の活躍が楽しみです。 

さて、運動会の演技でも「動きを合わせる」→「そ

ろえる」ことを、どの学年も目標に掲げて取り組みま

した。音楽の合唱や合奏でも、「そろえる」ことを意

識します。そろえることで、動きやハーモニーの美し

さ、集団としてのまとまりを感じることができるため

です。運動会に向けて、本校でも普段の生活から「そ

ろえる」ことに取り組んだ学年がありました。特に、

靴箱をそろえることに集中して取り組み、今も継続し

て気持ちの良い状態が続いています。この様子を見

て、数年前に出会った詩を思い出しました。 

   

 

 

 

    

 

『はきものをそろえる』 

はきものをそろえると 心もそろう 

   心がそろうと はきものもそろう 

   ぬぐときにそろえておくと 

   はくときに心がみだれない 

   だれかがみだしておいたら 

   だまってそろえておいてあげよう 

   そうすればきっと 

   世界中の人の心も そろうでしょう          

  

この詩は、長野県の円福寺の藤本幸邦和尚が、永平

寺の開祖である道元禅師の「脚下照顧（きゃっかしょ

うこ）＝足元をよく見る」という教えをわかりやすい

詩として表現したものなのだそうです。脚下照顧とは

「まず自分の足元を見て、自分のことをよく反省すべ

き」という意味があります。以前、合宿所の方からも

興味深い話を聞く機会がありました。合宿所はたくさ

んの団体が利用しますが、強いチームは、玄関や食事

部屋の履物がそろっているというのです。その話を聞

いたときに、自分のすべきことを各々がしっかり行

い、周りの状態にも目を向け、お互いがカバーし合っ

て快適な環境を作ろうとする気持ちが育っているか

らこそ、気持ちの良い集団になり、そのような集団の

中では、きっと一人ひとりが安心して力を発揮できる

のだろうと感じました。そんな集団を都田西小の子ど

もたちが様々なところで作り出していけたら素敵で

す。まずは靴箱や玄関、本棚など身近なところから「そ

ろえる」ことを今後も意識していくことで、自分を取

り巻く環境を気持ちの良いものにしていくことがで

きると思います。ぜひ、ご家庭でもお子さんと一緒に

取り組んでみてください。 
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←「そろえる」ことを意識して取り組んでいる学年の靴箱 

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/tsudanishi/


１１月の学校行事      ★印は通常の下校時刻と異なります。 

 

 
 

★下校時刻の変更★ 

11/５ (木) 全学年４時間授業 1３:00 下校 

11/11(水)  １年１組・４年３組・６年２組 

５時間授業 14:30 下校 

上記以外の学級…４時間授業 給食後 12:5５下校 

11/12(木)  ４年３組・６年２組 

５時間授業 給食後 1４:３０下校 

       上記以外の学級…通常通り 

11/13(金) 全学年 5時間授業 

11/17(火)・２０(金) ４年生４時間授業 給食後 13:25 下校 

11/20(金) １年１組 ４時間授業 給食後 13:25 下校 

11/26(木)  全学年４時間授業 給食後 1３:００下校 

11/27(金) 全学年５時間授業 

11/30(月) 全学年 5時間授業 

12/２ (水) 全学年４時間授業 給食後 12：55 下校 

12 月 個人面談実施日 全学年５時間授業 

 

 

 

 

日 曜 学校行事等 

１ 日  

２ 月 朝会(創立記念) 

３ 火 文化の日 

４ 水 
創立記念日 本の日 なかよし計画  

PTA講習会 

５ 木 集会 防災体験 小中一貫授業研 ★ 

６ 金  

７ 土  

８ 日  

９ 月 朝会（四つ葉の会）スマホ・ケータイ安全教室 

10 火 委員会 

11 水 本の日 都筑区一斉授業研究会  ★  

12 木 集会              ★ 

13 金                   ★ 

14 土  

15 日  

16 月 ３年音楽朝会 

17 火 ４年４時間授業         ★ 

18 水 ４年愛川体験学習 １年都田西発表会 

19 木 食育講演会試食会 

20 金 
４年４時間授業 委員会  

３年区音楽会               ★ 

日 曜 学校行事等 

21 土  

22 日  

23 月 勤労感謝の日 

24 火 クラブ 

25 水 本の日 代表委員会 

26 木 就学時健康診断        ★ 

27 金 研究授業           ★ 

28 土  

29 日  

30 月 
朝会(高) ３年社会科見学 

２年校外学習(ズーラシア)   ★ 

１２月 

１ 火 
短縮 5時間 個人面談①  

人権週間（～1１日（金））    ★ 

２ 水 本の日 市一斉授業研究会   ★ 

３ 木 短縮 5時間 個人面談②    ★ 

４ 金 ５年球技大会 

５ 土  

６ 日  

７ 月 朝会(全) 

11・12月のスクールカウンセラー 

11/４ (水)午前  12/２ (水)午前 

11/11(水)午後  12/９ (水)午後 

11/18(水)午前  12/16(水)午前 

11/25(水)午後 

１１月の研究授業 

11 月 2７日(金) 

４校時 11:２5～12:10 

１年３組 鈴木 拓人教諭 

 ３年３組 山口 祐司教諭 

       (少人数学習) 

 ５年１組 吉村 和樹教諭 

 

５校時 13:35～14:20 

２年４組 小野塚千祥教諭 

６年３組 千田 恭子教諭 

６年２組 石原 達也教諭 

       (少人数学習) 

給食費の口座振替は、11 月 30 日(月)です。 

１１月の研究授業 

11 月 2７日(金) 

４校時 11:２5～12:10 

１年３組 鈴木 拓人教諭 

 ３年３組 山口 祐司教諭 

       (少人数学習) 

 ５年１組 吉村 和樹教諭 

 

５校時 13:35～14:20 

２年４組 小野塚千祥教諭 

６年３組 千田 恭子教諭 

６年２組 石原 達也教諭 

       (少人数学習) 
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スマホ・ケータイ安全教室にご参加ください。 

11/9(月)に 4 年生以上が参加するスマホ・ケータイ安全教室があります。スマートフォンや携帯電

話を安全に利用するためのマナーやルールについて学びます。保護者の参観も可能ですので、どう

ぞご参加ください。13 時 35 分から体育館で行います。直接体育館へお越しください。 

最初の部分のすごく低い音が、地面の下から響いてい

るようで、力強さを感じました。太鼓の音が、ゆっく

りな旋律を力強くしていたのかなと思いました。 

                 (樋口 彩乃) 

 

パイプオルガンが、会場に入ったときに大きくてびっくりしま

した。よく見ると、かもめになっていて、障子みたいなところ

は日本らしくしたそうなので、さまざまな工夫がされているな

あと感じました。               (松海 友夏) 

       

最後の曲の「威風堂々」のエルガーさんの曲が印象に残りまし

た。なぜかというと私たちはこの曲を知っていたし、聴いてい

るうちに楽しい感じがしたからです。    (三島 璃生夏) 

ノルウェー舞曲第 2番では、はずんだ感じの音

楽からなめらかな感じの音楽に変わるところが

好きです。上野さんは、カチカチ、はきはきと

した感じや、なめらかな感じを指揮で表してい

ました。  （百瀬遥香）                                                                         

バイオリンの音色が素敵でバイオリ

ンだけでもあんなにいろいろな種類

があってびっくりです。えんそう者は

みんなキラキラしていて、しき者も輝

いていました。楽器にすいこまれそう

になるぐらいうっとりとするような

音でした。     (小高 ふうあ) 

５年心のふれあいコンサート 

中学校との交流 終業式・始業式 

前期の終わりと後期の始まりは、子ども達にとって

大きな節目です。前期の成長の振り返りや後期の目

標を終業式・始業式で代表児童が発表しました。 

都田中学校から生徒会交流として小学校の委員会に

参加しました。また、都田中学校や川和中学校の部

活動に参加したり、文化祭の合唱を見に行ったりす

る活動をしています。 


