
                     

 

                

６月の行事予定 

1 金 開港記念朝会 視力検査５年  SC（PM）   

2 土 開港記念日 

３ 日            

４ 月 教育実習開始（6年 2組）はみがき週間（～８日） 

５ 火 
朝会（プール開き） 視力検査４年 委員会活動   

体力テスト（２・５年） まち懇（１８:００～） 

６ 水 
体力テスト（1・6年） 

６年修学旅行説明会 

７ 木 防災総合訓練（引き取り）視力検査２年 SC（AM） 

８ 金 
体力テスト（3・4年） 水泳承諾書締め切り 

視力検査 1年 個別級宿泊学習説明会 

９ 土  

10 日  

11 月 体力テスト予備日 

12 火 
朝会（スピーチコンテスト発表）クラブ 

体力テスト予備日  

13 水 シャッフル読書  内科検診（6年・個別） 

14 木 眼科検診（全学年） 

15 金 はまっ子交通安全教室（1．4年） SC（PM） 

16 土              

17 日  

18 月 校内授業研のため 5時間授業 

19 火 TV朝会 全校集会（中休み） 区スピーチコンテスト 

20 水 
おはなし会（１年） 色覚検査（４年希望者） 

代表委員会・読書タイム（中休み） 

21 木 
授業参観・懇談会（1・4・6年・個別） 

長縄集会（4～6年、中休み） 

22 金 授業参観・懇談会（2・3・5年） 

23 土  

24 日  

25 月 
長縄集会（1～3年・中休み）    SC（AM） 

校内授業研のため 5時間授業 

26 火 TV朝会  委員会活動  

27 水 おはなし会（2年） 学校保健委員会（中休み） 

28 木 個別級宿泊学習（上郷） 

29 金 個別級宿泊学習（上郷）  教育実習終了 

30 土 綱島商店街サマーフェスティバル 

 

 

 

 

 

 

学校だより ６月号                 平成３０年５月３１日発行 

              東 風      横浜市立綱島東小学校 

みんなでつくった運動会 
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生活目標 

年間重点目標 あいさつをしよう 

６月生活目標 時間やきまりをまもろう 

 

授業参観・懇談会について 
つぎの日程で、授業参観と懇談会を実施い

たします。子どもたちの姿をぜひご覧下さい。 

6月２１日（木） １・４・６年・個別級 

6月２２日（金） ２・３・５年 

授業参観（５校時）13：40～14：25 

懇談会      14：45～15：30 

スクールカウンセラー（ＳＣ） 
 今月の来校予定は 

１日(金)  １3：４５～１６：３５ 

７日(木)  ９：００～１２：００ 

１５日(金)  １3：４５～１６：３５ 

２５日(月)   ９：００～１２：００  

相談を希望される方は、児童支援専任の若林

までご連絡ください。 

水泳学習について 
５日にプール開きを行い、１８日から水泳

学習が始まります。安全面の配慮のため、十

分な睡眠や朝食、健康観察とともに、水泳参

加カードへの記入捺印等、ご家庭のご協力を

お願いいたします。 

水泳承諾書の提出は、８日（金）までとな

っております。 

 

防災総合引き取り訓練 
 ６月７日（木）に、防災総合訓練・引き取

り訓練を実施いたします。 

 １４：１０～、校庭（雨天時各教室）で、

引き取りを行う予定です。代理の方が引き取

りをされる場合には、事前に登録している方

に限ります。それ以外の場合は事前に担任に

ご連絡の上、登録を追加してください。詳細

は、配付済のお知らせをご覧ください。 

7月の主な予定 

１日（日）     綱島商店街サマーフェスティバル 

３、４日（火、水） 6年生日光修学旅行 

７日（土）     綱島商店街サマーフェスティバル 
＜ファンファーレバンド参加＞ 

1２日（木）1３日（金）1７日（火）19 日（木）2０日（金） 

          個人面談 

２１日（土）～   夏季休業 

歯みがき週間について 
 ４日（月）～８日（金）は、給食後に歯み

がきタイムを設定します。学校で歯みがきが

できるよう、歯ブラシやコップをもたせてく

ださい。 

 また、PTA成人保健委員会から、カラーテ

スターが配付され、ご家庭での歯磨きチェッ

クも行います。学校でも児童保健委員が教室

訪問して、虫歯予防や歯磨きについて呼びか

ける予定です。 

  

 

5年生 

「はじめての騎馬戦はけっこうどきどき

した。でもおもしろかった。」 

「ソーラン節は難しいけれど、6 年生の

動きを見ながらできてよかった。」 

6年生 

「係の活動を失敗しないようにがんばれ

た。優勝はやっぱりうれしい。」 

「負けたけど悔いはない。」 

 

運動会では、５・６年生が実行委員をは

じめ、係の活動をがんばりました。各係の

分担をしっかりとやりとげ、さすが高学年

と思いました。 

ファンファーレバンドも４月から朝練を

重ねて、すばらしい演奏を聞かせてくれま

した。応援団も朝練や中休みの練習を通し

て応援の形をつくり、学校全体を盛り上げ

てくれました。リレーの選手たちも休み時

間の練習でバトンの渡し方などを工夫しな

がらがんばっていました。 

ＰＴＡの役員、委員、親児（おやじ）の

会の皆様は、早朝より準備を手伝っていた

だき、実施中も様々な仕事に取り組んでく

ださいました。 

3年生の「全力☆YO３KOI」の動きは、

毎年お世話になっている地域の大野さんか

らご指導いただきました。 

運動会終了後の片づけにも、保護者の皆

様にお手伝いいただき、スムーズに終える

ことができました。 

あらためて、保護者・地域の皆様にお礼

を申し上げますとともに、今後とも本校教

育活動にご理解とご協力をいただきますよ

うお願い申し上げます。 

  
 

 

春季大運動会を実施しました。 

子ども達の活躍する姿が実にすばらしか

ったです。 

何人かの子ども達に感想を聞いてみまし

た。 

 

個別支援学級 

「優勝できてうれしかったです。」 

1年生 

「赤組が負けてくやしかったけど、かけ

っこをがんばれたから、よかった。」 

「白組が優勝してうれしかった。わくわ

くダンスがじょうずにできてよかった。」 

2年生 

「フラッグをじょうずにふりながらダン

スができたからうれしかった。」 

「リレーがみんな速くてびっくりした。」 

3年生 

「ふじ３ 大回転で上手にまわれた。」 

「よさこいが上手におどれてうれしかっ

た。みんなで力を合わせておどれた。」 

4年生 

「エイサーをみんなでそろってきれいに

できたから本当にうれしい。」 

「８０ｍ走を全力で走ることができまし

た。」 

運動会の落し物 
 

・幼児用の帽子 

・ペットボトル入れの袋 

 

お心当たりの方は、職員室副校長ま

でご一報ください。 夜間の電話対応変更のお知らせ 
５月号でもお知らせしましたが、電話の受

付を１９時までとさせていただきます。ご理

解とご協力をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 清々しい天気のもと、平成 30年度春季大運動会を実施しました。 

子どもたちは、練習の成果を大いに発揮し、素晴らしい姿を見せてくれました。 

観客の皆様から大きな拍手をいただき、大きな自信になったことと思います。ご声援ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２６日(土) 運動会  

学校説明会・PTA総会 

 ５月８日（月曜日）に学校説明会と PTA総

会を開催しました。今年も多くの保護者の方

にお集まりいただきありがとうございまし

た。 

学校説明会では、今年度の教育活動の方針

についてお話しさせていただきました。 

その後の PTA総会では、新旧会長、副会長

などの本部役員、各委員会の委員長の紹介、

また今年度の予算、活動計画等が提案され、

承認されました。昨年度の役員の皆様には、

大変お世話になり有難うございました。 

平成 30 年度も PTA 活動にご協力いただき

ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

登校班別下校 

4年 県警見学 

５月１７日（木）に４年生は、神奈川県警察本部

と横浜都市発展記念館に社会科見学に行きました。 

 

神奈川県警察本部では、警察の方の話を聞いたり、

通信指令室などを見たりして交通事故・事件を未然

に防ぐ工夫や１１０番のしくみを学びました。 

 

横浜都市発展記念館では、横浜が都市として発展

する礎となった吉田新田について学習してきまし

た。 

土を運ぶ体験を通して、昔の方の努力や工夫に驚

いていました。分からないことは進んで質問するな

ど真剣な態度で見学することができました。有意義

な社会科見学となりました。 

 

５月１１日（金）に登校班別下校訓練を行いました。集団登下校時の班のメン

バーを確認するとともに、悪天候等の際の速やかで安全な登校班別集団下校の仕

方を学習しました。新年度が始まり 2か月が経ちました。1年生も登下校のしくみ

が分かり、新しい班長、副班長の児童にも責任感が見られる訓練になりました。 

 

 


