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実りの秋
学校長 佐野 美春
朝夕の冷え込みが話題となる頃となりました。秋の深まりも日ごとに深まっているように感じ
ています。秋は多くの作物の収穫の時期に重なり「実りの秋」と、言われています。１つの物事
が達成されたことと重ね合わせて、成果の充実を表現するのに「実り」という言葉を使います。
本校でも、この１０月を振り返ってみますと様々な「実り」がありました。10 月４日に横浜み
なとみらいホールで行われた「心の教育ふれあいコンサート」に 5.6 年生が参加しました。神奈川
フィルハーモニー管弦楽団の素晴らしい生演奏を聴くことができました。その翌日には、芸術鑑
賞会が、本校の体育館で行われました。影絵の魅力に感動した子どもたちもたくさんいました。
人は、本物に触れた時、今まで味わったことのない感動に心を震わせるといいます。この 2 つは
「実りの芸術鑑賞」であり、これらとの出合いは、豊かな情操教育に力を添えてくれたと信じて
います。
さらに 28 日行われた音楽鑑賞会がありました。3 年生・特別合唱クラブ・PTA コーラスの皆さ
んが参加した「ふれあいコンサート」です。地域の皆さんと心を一つにしての音楽を楽しむ素敵
な時間でした。
また、12 日には市体育大会に 6 年生が参加し、朝練などの成果を十分に発揮して素晴らしい記
録を出すこともできました。まさに「実りのスポーツ」でもあります。
5 年生は、自分たちで育てている権太米の稲刈りも無事終了し「実りの時期」を迎えました。土
起こしに始まり、田植えから夏休み中の水の管理、雑草取り、網掛けと高見さんや太田さんに支
えてもらいながら栽培した稲が実りました。
自分で育てた物・作った物には特別な思いが宿っています。5 組では「実りのさつまいも」の活
動から、今後、さつまいもの蔓で作るリースやさつまいもを使った学習が展開されます。1 年生は
自然の秋の実や葉を使った学習が行われます。それぞれの秋が子どもたちの学びを、さらに豊か
にしている「実りの秋」です。
そして、25 日行われた、生活科・理科の研究発表会では、本校の子どもたちの学びに向かう姿
を多くの先生方に参観してもらいました。子どもたちが主体的に学ぼうとする姿が多く見られ、
また、それを支える先生方のきめ細やかな指導が高く評価されました。研究は皆で行って高めて
いくものです。職員と子どもたちの力が「実りの研究」と、言える成果を出すことができました。
26 日には、保育園児と 1 年生の 1 クラスが体育館入り口と給食室前の花壇にビオラとチューリ
ップの球根を植えました。短い時間ではありましたが、来年入学してくる子どもたちに学校に来
る楽しみを今からもってもらえるようにとの願いを込めて行われた活動です。
今月も頑張る子どもたちへのご支援よろしくお願い致します。

保土ケ谷区個別支援学級合同宿泊学習に参加しました！（個別級）

★保土ケ谷区個別支援学級合同宿泊学習に参加しました！（個別級）
９月２９日(木)・３０日(金)、野島青少年研修センターで、保土ケ谷区個別支援学級合同宿泊
学習に５組の子どもたちが参加してきました。１日目は、八景島シーパラダイスでイルカショー
を観たり、野島公園を散策したりしました。「がやっこの集い」では、ゲームやダンスを力いっ
ぱい楽しむことができました。２日目は、自分たちで切符を購入してシーサイドラインに乗り、
海の公園へ出かけました。海の公園では、ビーチフラッグをしたり砂山作りで高さや見映えを競
ったりするなど、真剣に活動に取り組む姿がとても印象的でした。

♬第 3 回ワクワク・ドキドキミュージック朝会（4 年）
10 月 3 日（月）の音楽朝会では、今月の歌『つばさを下さい』の全校児童の歌声でスタート。体育館中に全校の豊かなメロデ
ィーが響き渡りました。さあ、今回の主役は 4 年生。1 曲目は、リズム感あふれる旋律にのりのりで演奏するリコーダー奏『レッ
ツ・ゴー・ソーレ』
（リコーダー4 重奏）
、2 曲目は、音楽朝会で初の日本民謡に挑戦。
「でででこ でん・・・」のはやし言葉と
重なり合った豊かな歌声の『こきりこ』（富山民謡：2 部合唱＋打楽器）を堂々と歌い上げました。太鼓やこきりこ（楽器）にみ
たてたクラベスの担当の子どもも、歌声に合わせて音量を工夫しながら、生き生きとリズムを刻むことができて、とても立派でし
た。演奏後、たくさんの拍手をもらい、満足気な 4 年生の笑顔が輝いた、朝の時間となりました。

◆◇◆新聞博物館見学に行きました！（5 年社会科校外学習）
後期の後半に社会科で学習する「くらしを支える情報」の事前学習として、５年生は日
本新聞博物館へ見学に行きました。取材の仕方を体験したり、新聞ができるまでの製作過
程を学んだりすることができました。クラス写真の入った新聞もいただいて、楽しく有意
義な半日となりました。

○◆○【５・６年生 心のふれあいコンサート♬】

5 年新聞博物館にて

６年山下公園にて

１０月４日（火）みなとみらいホールで行われた「こころのふれあいコンサート」に５・
６年生が参加しました。６年生は午前中にみなとみらい周辺をウォークラリー後、午後より
コンサートを鑑賞しました。迫力のある生演奏を鑑賞し、多くの子ども達が感動しました。
様々な楽器が奏でる美しい音色、響き、メロディーに感動し、本物のオーケストラにふれる
ことができた素晴らしい１日となりました。

【全校芸術鑑賞

創造力を高める影絵劇でした・・・】

１０月５日（水）に全校で影絵劇の観劇鑑賞を実施しました。１～３年生は「手
ぶくろを買いに」と「100 万回生きたねこ」、４～６年生は「銀河鉄道の夜」を
それぞれ鑑賞しました。本格的な影絵劇を見るのが初めての児童が多い中、躍動
感あふれる動きと影絵独特の色彩に多くの児童が感動しました。ワークショップ
では、代表児童による影絵を使った遊びを体験し、コミカルな動きに多くの笑い
を誘いました。来年は音楽鑑賞を予定しており、隔年で観劇鑑賞、音楽鑑賞を実
施する予定です。

◎前期終業式・後期始業式を終えて
１０月７日金曜日は、前期の締めくくりの式・前期終業式が行われました。１年生・３年生の代表児童が、前期を
振り返っての作文を読みました。その後各クラスで担任の先生から一人ひとりにあゆみが手渡されました。３日間の
秋季休業をはさみ、１１日火曜日には後期の始まりの式・後期始業式が行われました。今度は２年生・４年生の代表
児童が、後期に向けて楽しみにしていることや頑張って取り組もうとしていることなどについての作文を読みました。
学年の半分が終わり、残りの半分の期間は、次の学年に向けて大きく成長する１年となるように、後期も努めて参
りたいと思います。保護者様のご支援・ご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

＜東京ガス

出前授業 4 年＞

10 月 13 日(木)に東京ガスの出前授業を実施しました。
ガスの歴史や環境への配慮などについて教えて頂きました。
その中で特に子どもたちが興味をもったことは、ガス灯が復旧時代に点消方（てんしょうかた）というガス灯に灯を
つけたり、消したりする職業が当時の人気の職業であったことです。大変驚きの表情を見せながら、真剣な眼差しで
聞く姿が印象的でした。この出前授業での学びをもとに、自分たちの家庭生活に結び付けてエネルギー資源や環境へ
の配慮について、自ら考えていく姿勢をはぐくめるように今後も支援して生きたと思います。
～児童の感想より（４年２組 大迫結心）～
【今日は、東京ガスの人が各クラスで授業をしてくれました。ガス灯にそんなに手間がかかるとは思ってもいなくて、多くて１
日１００けんのガス灯を回っていたり、すぐに火をつけたり消したりのくり返しをしたりするのがすごく大変そうだと思いました。
しかも点消方（火をつける人）は、男の人で結婚している人たちがしなければいけないので、ガス灯もたくさんあるし、そうかん
たんには見つからないんじゃないかなあと思いました。石炭をさわってみたら重かったし、ごつごつしていて、すごくびっくりし
ました。
】

図書ボランティアさんによる

読み聞かせ朝会

１０月１７日（月）は、図書ボランティアさんによる読み聞かせ朝会を行いました。
今回は「少年と子だぬき」という作品を聞かせてくださいました。秋になり、肌寒く感
じているなかで、子だぬきと少年の心温まるお話でした。作品の中の優しい「赤とんぼ」
の歌声や、すてきな効果音で、全校児童が物語に引き込まれていくことを感じました。１１月は読書月間です。権太
坂小学校の図書館でも楽しい取り組みを計画しています。お気に入りの１冊を見つけて、読書の秋をみんなで楽しみ
ませんか？

☆保土養出前授業 ～保土ケ谷養護学校の先生をお迎えして～
「また一つ、大きな成長をとげた 1 年生！編」
10 月 19 日（水）に 1 年生を対象に保土ヶ谷養護学校出前授業が行われました。
保土ヶ谷養護学校と権太坂小学校の違いや保土ケ谷養護学校のお友達の好きなことや
苦手なことなどについての話をして頂きました。
「誰にでも好きなことや苦手なことが
あり、それは一人ひとり違うのだ」と、自分たちの好きなことや嫌いなことを話し合
う中で知りました。
「友達の苦手なことは応援する！」という声が子どもたちから上が
り、誰とでも、気持ちよく、なかよく過ごすためのヒントを、学ぶことができました。

「養護学校ってどんな学校？どんな友だち？」（3 年 1 組編）
１０月２０日（木）３年生は保土ケ谷養護学校の先生に授業をしていただきました。子
どもたちは、養護学校と権太坂小学校の画像を見比べ、同じところや違うところを熱心に
見つけていました。人には五感があり、感じ方が違うことを分かりやすく教わり、
「養護学
校のみんなは、苦手なことがあるのに頑張っているな。もっと友達になりたいな。」「私は
もっと友達が嬉しいことを見つけて喜ぶことをしたいです。」と、一人ひとりが思いを込め
て感想を伝える姿が見られました。感じ方を変えることは難しいこと、友だちの好きなこ
とや苦手なことを知ることが大切だということをしっかりと学んでいました。保土養の友
達ともっと仲良くなって、笑顔にしたいという気持ちがさらに強くなりました。

☆子どもたちと共に、輝く教育実習生たち！
10 月１７日から 11 月１１日まで、若い二人の実習生が、５年生（池田教諭）
、１年生（阿部田教諭）の指導のもと、子
どもたちと毎日奮闘中です。笑顔の素敵な実習生たち。実は、二人とも、権太小の出身です。権太っ子の生き生きとした姿や
学びを、今度は指導者の立場から、十分に感じ取っていくことと思います。子どもも、新しい先生に大喜び。これからの、教
育界を担っていく二人の実習生たちの応援を、どうぞ宜しくお願い申しあげます。

～『フィーバー

ゴンタザカ』～（先月ご紹介できませんでしたので、児童のふり返りをご紹介します・・・）

フィーバーの当日までに、道具が壊れていないか確認したり、予備をたくさん用意したりして、
みんなが楽しめるように考えました。フィーバー当日までにずっと、道具が壊れていないか確認
したり、予備をたくさん用意したりして、みんなが楽しめるように考えました。当日はグループ
のみんなで協力し合って、自分の役割ではないこともやっていたので、スムーズに進みました。
低学年にもルールを詳しく教えてあげることができてよかったです。
（５年 玉木 咲衣）
協力し合って、自分の役割ではないこともやっていたので、スムーズに進みました。低学年に
もルールを詳しく教えてあげることができてよかったです。
今月の代表委員会だより
５年２組 玉木 咲衣
１０月の代表委員会は、体育委員会からの提案で、長縄大会とドッジボール大会でクラスの絆をさらに深めるた
めの工夫についての話合いがありました。提案者の思いに沿った話合いが行われ、提案通り「大会時にみんなでス
ローガンを言う」「校舎や階段にポスターを貼る」に付け足しで、「自分の組に関係なく応援をしてもよい」や「ク
ラスごとに目標を立てる」ことに決まりました。後期が始まり、また新たなメンバーで始まった代表委員会です。
これからも学校全体のことを考え、もっとよりよい権太坂小学校を目指して頑張っていきます。

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～）
１１月

４日（金）④～⑥

１１月１１日（金）①～③

１１月１８日（金）④～⑥

１１月２５日（金）①～③

※ ご相談のある方は、ご希望日を副校長または児童支援専任（佐藤昌生）までご連絡ください。

１１月行事予定
内

生活目標

日

曜日

容

１

火

全校朝読書 2 年新江ノ島水族館校外学習

２

水

体力 A 読書 B 5 年午前授業 13:15 下校
英１年、３年１・２組 際２年

３

木

文化の日

４

金

体 B 読書 A

６

日

コミハまつり

７

月

5 年代休

８

火

4 年県警校外学習 境木中職業体験

9

水

体力 A 読書 B 英 ４年
区一斉授業研究会のため短縮４校時 13:00 下校

10

木

ごんたの日

11

金

集会（２・４・５年） 避難訓練（津波）代表委員会
教育実習最終日

14

月

音楽朝会（３年発表）

15

火

重点研授業研究会のため５時間授業

16

水

集会（１・３・６年）

17

木

就学時健診のため短縮４校時 13:15 下校
英５年、６年３組

18

金

音楽朝会（区音楽会出演児童発表）

19

土

ごんたまつり

21

月

６-３体育実技朝会発表
英２年、５組

22

火

23

水

勤労感謝の日

24

木

６年歴史博物館校外学習

25

金

26

土

28

月

29

「落ち着いて
生活しよう」
○落ち着いて学習をしよう
○けがに気をつけよう
○好ききらいをせず、よくかんで食べよう
★５年足柄宿泊体験学習（３・４日）

5 年足柄宿泊体験学習

英５年、６年

ユニセフ募金

英６年１・２組

際１年

区音楽会

★境木中職場体験（８日）
８日（火）
、境木中学校２年生６人が来校し、職場
体験をします。１年１・２組、２年２組、３年３組
の各クラスに入る予定です。権太っ子のあふれる笑
顔をたくさん感じながら、教師と子どもたちがつく
り上げる教育現場を実感できることと思います。

★第３回

ごんたまつり（１９日）

１９日（土）、ＰＴＡ主催によるごんたまつりが
開催されます。現在ＰＴＡの保護者の皆様が準備を
進めてくださっています。当日は飲食物の販売、体
験コーナー、ステージイベントなど、楽しい催しが
企画されます。また、ユニセフ募金活動や、アルミ
缶・ペットボトルキャップ・ベルマーク・インクカ
ートリッジの回収も実施されますので、是非今から
ご準備をお願いできればと思います。

英５年、６年

体力 B 読書 A ３-１保土養交流 委員会（12 月分）

30

３日（木）
・４日（金）の２日間、５年生が足柄ふ
れあいの村に出かけます。初日は金時山登山、キャ
ンプファイヤー、２日目は、ウォークラリー、箱根
寄木細工体験を予定しております。足柄の大自然の
中で、自然に触れる楽しさ、宿泊施設でや公共施設
のマナーを身に付ける、個やグループで実施する体
験学習への実践力をはぐくむ、学校外での仲間のよ
さを新たに発見できるような体験学習を目指しま
す。

獣医師学校訪問５・６校時

★【観劇鑑賞

会計報告】

6-3 横浜市立小学校体育実技発表会
はまっこ駅伝（日産フィールド小机周辺コース）

日頃より教育活動への保護者の皆様のご理解とご協力を
有難うございます。さて、１０月５日（水）観劇鑑賞を実
施しましたので、会計報告を致します。ご参照ください。

朝会（人権講話） 人権週間～12／9 まで

【参観児童】539 人

境木中授業公開（6 年参観）～12／１まで

【収入】750 円×539 人＝404,250 円

火

5 年区球技交流会

【支出】404,250 円

水

体力 A 読書 B 際５年
2 年マリノス食育キャラバン３・４校時

【支払先】有限会社スタジオライフ

【差額】0 円

～１２月の主な行事～
２日（金）小中交流公開授業研究会のため全校短縮４校時授業（13:00 下校）
５日（月）3 年森永工場等校外学習

７日（水）市一斉授業研究会のため全校短縮 4 校時授業（13:00 下校）
ただし、6 年 1 組は授業公開のため 5 校時終了後下校

８日（水）冬のなかよし全校集会（１校時）、子ども人権会議
９日（金）～１５日（木）作品展

９日（金）4－1 保土養交流

９日（金）
・１２日（月）・１３日（火）・１５日（木）個人面談

１２日（月）６年こころの劇場、歯科巡回指導（１～３・５年）

１６日（金）防災訓練（地震・火災・起震車）

１９日（月）音楽朝会
２２日（木）給食最終日

短縮４校時授業（13：00 下校）

１２月２６日（月）～１月 9 日（月）冬季休業

20（火）第３回学校運営協議会

