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６月２９日
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読書の夏
校長 佐野 美春
生活科や理科の学習で子どもたちの育てている花や野菜が暑い日差しと雨水に生長するための力をもら
いどんどん大きくなっていく時期に入りました。
子どもたちも運動会までは、学年及び学校全体のまとまりという目標に向かって4月から走り抜けてきま
した。そして今は、みんなに合わせて行くことに一生懸命だった子どもたちの中に、もっと、自分を見て！
わたしを見て！という要求が、現れている子どもが見られるようになってきました。誰もが、力一杯頑張
って満足したことでも終了後には、虚脱感や脱力感に襲われることがあります。学年、学級は関係なく教
職員が1つになって、様々な課題を解決していくために取り組んでいます。保護者の皆様におかれましても
家庭での困り感や解決策等、担任に伝えていただけますとさらに良い対応ができることがありますのでよ
ろしくお願い致します。
本校の図書室は、校長としても他校に誇れるくらい充実した図書室だと思っています。図書室整備には
先輩のお母様方や図書ボラの皆さんが基礎を築き今につなげていただいているからです。本校に来られた
時にはぜひ、図書室まで足を運びそのすばらしさを目で確かめてほしいと思います。
さて、どんなところが良いところかというと

１． 本を分類別に分かりやすく書架に整理されて
いる。
２． 様々な場で読むことができる。
（机といすで、ソフアーで、畳に座って）
３． 季節感のある室内飾りで皆を楽しませてくれる。
４． おすすめの本コーナーの設置で本を選びやすい。
５． 学習で得た成果が展示してある。
６． 学習で学んだ物語を書いた作者の本が分かりや
すく紹介されている。
７． 図書ボラのキャラクター（とボラ）が子どもたちをしっかり見守ってくれている。
８． 子ども新聞等の記事が分類され読みやすく、調べやすくなっている。
９． 学校司書の岡本先生がやさしく相談にのってくれる。
この図書室とも夏休みの間はしばらくお別れになりますが、夏休み中も図書室で学んだ本の良さをさら
に感じるためにも、本としっかり友だちになり、様々な分野の本を読むことを続けてほしいと思います。
また、大きな図書館等に行ってみることもお勧めです。
夏休みを迎える前に、あと 3 週間。体験学習のある 4 年、社会科見学と修学旅行のある 6 年、社会科見
学のある 5 年と、子どもたちの楽しみにしている学習が続きます。
保護者、地域の皆様、7 月下旬から子どもたちは夏休みに入ります。地域での子どもたちの見守りをよろ
しくお願い致します。
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自分が好き 友達が好き たくましく伸びる権太の子

各クラス、専科で目指す今年度の目標をご紹介します。今後の子どもの成長が
楽しみです。
1年3組
1年1組
1年2組
「みんなかがやけ きらぼし３くみ」
「はっぴい かいけつたい」
「にじいろ くろうばあ」
○けじめをつけて
なかよく たのしく かしこく やさしく
○やさしく ○きまりをま
○みんな なかよく きらぼしちゃん
みんながハッピーになれるよう
もる
○あたまをつかって
はてなや 困ったことが あっても
みんながかがやく１年３組を
○なかよく ○じぶんたち
なかよく協力して解決していきます！
めざしていきます！
で
４つの願いを大切に、
四葉の 2 年 3 組
2年2組
2年1組
やさしさピース たすけあいピース
２の３れっしゃ GO!
「聴く な・か・ま」
クローバーを輝かせます。
相手の話をよく聴き、仲よく助け合
い、自分でできることは自分から取り
組み、素直な気持ちで、学び合うクラ
スを目指します。

しゅう中ピース かしこさピース
２年２組のダブルピース！！
人まかせにせず、自分たちの力でピー
スがあふれるクラスを目指します。

あきらめない、なかよく、メリハリ、助け
合う、こころを一つに信じ合う、これら
の GO!(５)の気持ちを大切にしながら
列車のように進んでいきます！

3年1組

3年2組

3年3組
サンサンバーガーセット バンズ →団

かがやき☆パワー

団結 100％

「チャレンジパワー」
「けじめパワー」
「友達パワー」の３つの力をアップし
て、輝く３－１を目指していきます。

～団結人になって協力する 3－2～
「協力」「助け合い」「楽しむ」の３つ
を柱にし、団結力を高め、クラスみん
なが認め合えるクラスを目指します。

結 レタス →楽しさ 肉→元気 チーズ→
やさしさ トマト→あきらめないでがんば
る
ポテト→にっこり ジュース→∞（無
限） これらの具をはさんで、最高のサン
サンバーガーセットをつくりあげます。

4年1組

4年2組
心を一つに マジカルラーメン
「なかよく」「けじめをつけて」「すす
んで行動」
「協力」する姿を目指し、
１年後には、４－２オリジナルのマジ
カルラーメンを完成させます。

4年3組
スターツリーを完成させよう！！自
分×クラス＝最高の４年３組
「けじめ」
「判断」
「思いやり」の３つ
を柱に据え、素敵な４年生・クラスを
目指していきます。

権太坂小学校の中でも、ひときわ
かがやけるクラスになるように、１年
かけて、みんなで歩んでいきます！

5年2組
「勉強を頑張る・時間を守る・思いや
りの心をもつ・継続する・集中する・
高学年らしく」の６つの柱の頭文字、
「べじおけしこ」を掲げました。素敵
な高学年の姿を目指していきます。

5年3組
か・・感謝の気持ちを行動に
が・・頑張ってみんなの絆を深める
や・・優しくできるいいクラス
き・・協力して心を１つにしよう
全員でかがやきを目指します！

6年1組

6年2組

6年3組

れきしにのこる
いいクラス！！
みんなで助け合って
ぼうけんしよう！！
１くみ最高！！

「笑顔」
「挑戦」
「助
け合い」を軸に、
１人１人が輝き、
それぞれの「色」
となって大きな虹
を完成させます。

5年1組

楽しく協力し、心を一つにして
かがやけるクラスにしよう

「 明 日 へ
あ・・あきらめない
し・・信頼
た・・助け合い
へ・・笑顔

」

5組
えがおいっぱい げんきいっぱい
やさしさいっぱい
笑顔・元気・優しさがいっぱいな、み
んな楽しく学習ができるクラスを目指
します。

一人ひとりが個性あふれる星とな
り
みんなでオリジナルの星座をつく
ろう
4 つの柱「笑」、
「友」、
「力」、
「実」
の実現に向けて、６年２組の一人ひとりを
認め合い、そしてみんなが輝くことを目標
家庭科
としました。

「～してもらう自分」から，
「～で
きる自分」になって，
「家族の一員
として，～できる自分」を目指し
ます。

３笑１へ

（みらいへ）

～エンジョイ・チェンジ・本気（マジ）で、親切
～

未来へと自信をもって羽ばたけるように、
３１人でこの４つの副題を意識して過ごし
ていくことを目標にしました。

図画工作科

自分が感じたこと・伝えたいことを
表現する技能や、友達の作品の良い
ところを見つけて伝える力を身に
付けます。
音楽科

『ワクワク・ドキドキ！！！』
授業の中で、たくさんの“ワクワ
ク感”及び“ドキドキ感”をすべ
ての子どもに実感できる音楽の学
びを目指します。♫♪

○特別陸上クラブ 旭区陸上競技記録会に参加しました！

三ツ沢陸上競技場

６月１１日（土）
、三ツ沢競技場で行われた陸上競技会に、本校の特別陸
上クラブの子どもたちが参加していきました。天気もよく、よいコンディ
ションの中での競技会でした。本校からは、１００ｍ走、１５００ｍ、走
り幅跳びにそれぞれ出場しました。出場した子どもたちは、持てる力を全
て出し切り、終わった後には「目標に届かず悔しかった。」「練習よりも良
い記録が出て嬉しかった。
」という声が聞かれました。また、この大会には
中学生も出場しており、自分より速い中学生のレースを見て刺激を受けて
いるようでした。今回感じたことを、これからの特別陸上クラブの練習に
も生かし、活動してほしいと思います。

○プール開き 水泳学習を開始しました！
～暑い夏を水泳学習で楽しもう！～
今年度もいよいよ水泳学習が始まりました。６月２０日
（月）、校長先生から代表児童にしっかりと「安全の鍵」が
手渡されました。「話をよく聞く」「とび込まない」「潜水し
ない」「黄色のふちに乗らない」「右回り一方通行」「プール
サイドを走らない」の６つのルールを守って、自分の見つけ
た課題に向き合い、目標をもって学習に取り組んでもらいた
いと思います。

○国際平和スピーチコンテスト
☆堂々と落ち着いて発表できました！☆
６年生は国語の学習から、一人ひとりが平和について自分ができることを考え、
スピーチしました。そして、６年３組の相馬凜奈さんが本校の代表として、６月２
３日（木）に行われた、よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト保土ヶ谷区審
査会に出場しました。誰もが快く過ごせる社会にするために、まずは周囲の人を大
切に考えて過ごしていきたいという思いを、堂々と主張することができました。

○歴史を感じた、鎌倉遠足！
６月２７日、６年生は鎌倉遠足に行きました。天候にも恵まれ、絶好の遠
足日和となりました。北鎌倉の円覚寺から亀ヶ谷切通しを通り、源氏山公園
では源頼朝像を拝み、化粧坂切通しから大仏ハイキングコースへと続く山道
を約 2 時間かけて歩きました。歴史遺跡を見学したり、化粧坂の急な切通し
を登ったりとグループで声をかけ合って頑張りました。高徳院では大仏の大
きさに圧倒され、全て手作業で作ったことに驚きと尊敬の念をもつことがで
きました。昼食後は江ノ電に乗り、長谷から鎌倉に行き鶴岡八幡宮の見学も
しました。歴史を実感し、学習したことが生かされた鎌倉遠足となりました。

◇◇◇ 今月の代表委員会だより ◇◇◇

○保土ヶ谷養護学校との交流について

「お互いの目を見てあいさつをしたい」という提
案者の思いを受けて、６月の代表委員会が行われ
ました。提案者の思いに沿った話合いが行われ、
「４・５・６年生が一緒に並んであいさつをする」
ことや「自分の目標を決めてあいさつチェックカ
ードを書く」ことが決まりました。７月５日から
たてわりチームごとにあいさつ運動が始まりま
す。ますます元気なあいさつがあふれる権太坂小
学校になりそうです。

今年も保土ケ谷養護学校との交流を行います。今年は 3
年 1 組と 4 年 1 組が年間を通して交流します。保土ケ谷
養護学校を訪問したり、権太坂小学校に招待したりして、
歌やゲームなどを一緒に楽しんだり、運動会での演技を見
てもらったりして交流を深めていきます。第 1 回目の交流
を 3 年生が 6 月に行いました。
「もっと話したい。
」
「また
交流したい。
」と次の交流を楽しみにしながら、保土ケ谷養
護学校の児童との関わり方を考えているようです。4 年生
の第 1 回目の交流は 7 月を予定しています。子どもたちの
感想がとても楽しみです。

☆スクールカウンセラー相談日（①９：００～②１０：００～③１１：００～④１３：４５～⑤１４：４５～⑥１５：４５～）
７月１日（金）ＡＭ①～③

７月８日（金）ＰＭ④～⑥

７月１５日（金）ＡＭ①～③

生活目標

７月・８月の行事予定
日

曜
日

1

金

体力Ｂ読書Ａ

４

月

音楽朝会 1 年懇親会（10:45～体育館） 小中合同引き取り訓練

5

火

全校朝読書

6

水

7

木

8

金

10

日

11

月

12

火

6 年代休

13

水

体力Ａ読書Ｂ 代表委員会 6 年茶道体験（10:45～12:15 図工室）
英２年・５年２組・５組
際３年

14

木

内

「自分で

容

4 年野島宿泊体験学習

できることは
自分でしよう」
生活しよう」
○身の回りの整理整とんをしよう

委員会

体力Ａ読書Ｂ 5 年 e-ネットキャラバン
（11:30～体育館）

英４年・３年３組・６年３組
ごんたの日

際２年・６年２組

英５・６年

体力Ｂ読書Ａ クラブ
4 年防犯教室（10:45～12:15 視聴覚室）
6 年日光修学旅行

5 年三崎漁港見学

○熱中症に気をつけよう
○配り方、運び方を工夫しよう
☆わくわくサタデー
１６日（土）
、本校で「わくわくサタデー」が開催さ
れます。横浜国立大学の学生が企画・運営する催し物で
す。今回は５つの楽しいアトラクションが用意されま
す。国大生の皆さんと楽しい時間を過ごしましょう。

お年寄りとの交流給食（1～3 年）

＜個人面談＞
７月 21 日（木）～27（水）に個人面談を実施し
ます。面談期間中、１階保健室前に落とし物を展示し
ます。必ずご確認くださるようお願い申し上げます。

英５・６年

＜夏季休業中の水泳について＞

体力Ｂ読書Ａ クラブ
6 年携帯安全教室（9:30～英語ルーム）
わくわくサタデー
海の日
歯科巡回指導（4・6 年・5 組）

夏季水泳・夏季特別水泳につきましては、例年とだ
いぶ変更しております。水泳参加希望の方は別紙をご
参照して頂き、必要事項を記入後、担任に提出してく
ださい。
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月
火

20

水

21

木

22

金

個人面談②

25

月

個人面談③

26

火

個人面談④

27

水

個人面談⑤

28

木

29

金

（区水泳大会予備日）

30

土

権太坂境木祭り

朝会 短縮 4 校時給食あり 13:00 下校 給食最終日 大掃除

英４年１組
夏季休業

夏季水泳

夏季特別水泳

＜メール配信最終ご登録のお願い＞
緊急時の保護者への引き渡し等でメール配信をす
ることがあります。メール配信未登録の方は至急登録
するようお願い申し上げます。不都合な点がありまし
たら、担任までお知らせください。

個人面談①

＊ お 願 い ＊
ご家庭で、ご不要になりましたバスタオル、大判タ
オル等がございましたら、お子様に持たせて頂けると
有難いです。避難訓練終了後、校舎に入る際に、子ど
もたちの上履きをきれいにするために使用します。ご
協力をお願い申し上げます。

区水泳大会

◎～お知らせ～◎
8 月の夏季特別水泳 8 月 19 日（金）～24 日（水）
25

木

26

金

29

月

30

火

31

水

夏季休業

７月４日（月）は小中合同引き取り訓練のため、

放課後キッズはありません。

市水泳大会

お子様とご確認をお願い致します。

朝会 大掃除 短縮 4 校時給食なし 12:15 下校 集団登校

体力Ａ読書Ｂ 4 年ごみ出前授業（10:45～12:15）
英１年・６年３組

夏休み明けの初登校日は８月２９日（月）です。
集団登校となっております。時間を守って安全に登校
できるようにお願い致します。
【持ち物：防災ずきん（３～６年）
・上ばき・
連絡帳・筆記用具・クラスごとの学習用具】

～９月の主な行事～
１日

総合防災

給食開始

８日

２０日

集団登校班指導（５校時）

２４日

土曜参観

２６日

土曜参観代休

ごんたの日
２２日

４年親子レク集会（５校時
２８日

１５日

秋分の日
体育館）

5 組午前授業 13:15 下校

４年旭焼却工場見学

１６日

フィーバーゴンタザカ

秋季横浜市小学生記録会（三ツ沢競技場）
懇談会（高学年 14:40～
２９・３０日

低 15:00～

５組区合同宿泊学習

２３日

授業公開日

5 組 15:30～）

