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平成２９年、酉年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願い致します。今年の干支である「と
り」について調べてみました。
干支に動物をあてはめるようになったのは紀元前4～2世紀あたりの中国でのこと。そんな干支
のうち「酉」に当てられた動物は鶏。ニワトリです。日本でも鶏は、新たな時代を開く吉祥のシ
ンボル。それは日本神話でも最も有名な一節のことです。太陽神でもある天照大御神が、天岩戸
という洞窟に閉じこもり、姿を隠してしまうと、世は闇に覆われました。
ほかの神々はなんとか天照大御神の気を引いて、社会復帰をさせようと、あの手この手で誘い
出そうとします。決定打となったのはアマノウズメノミコトによるダンスでしたが、それだけで
なく、闇夜に鳴き声を上げ来るべき夜明けを知らせるという「常世の長鳴鶏」を一緒に鳴かせた
ところ、興味を持った天照大御神が気まずそうに岩戸から出てきて、世界には光が戻ったともい
われています
こんなところから、酉年はなにか新しく物事を始め、挑戦するにはグッドタイミングとされて
いるようです。
新しいことに取り組むためには、ただ待っていても何も変わりません。
「産みの苦しみ」という
言葉がありますように、生み出すまで苦しく辛い時期はあるけれども、何かスタートさせたり生
み出したりすることが出来れば、それは「安定」に繋がっていくと考えられます。
本校も、小さな一歩ずつではありますが、誰もが関われる学校支援はどうあるべきかを試行し、
また、小中一貫教育との繋がりを重視した体験学習を行うなど、学校運営協議会の皆さんにご意
見を伺いながら、酉年の権太坂小学校の発展をめざしていきます。
校庭に一番近く職員室からも一番近い角の花壇に今年も水仙の花
が咲きました。一年間地面の中で栄養を蓄え、時期を見計らってき
ち ん と 花 を 咲 か せ る 自 然 の 力 に 感 心 さ せ ら れ
ます。何も手を加えなくとも、個々に備わっている力は誰もがもっ
て生まれてきた力です。教育は、その力をそれぞれにしっかり引き
出し、伸ばし、さらに高め自らの自信となって身についていくよう
に導いていくことが求められています。
教職員一同、子どもたちが笑顔で豊かな学校生活を送ることができ
ますよう今年も精一杯努力をしていきます。
ご支援、ご指導のほどお願い申し上げます。

学校運営協議会報告

テーマ「かかわろう、つながろう、ひろがろう」

第３回 平成２８年１２月２０日（火）実施
～ 家庭・学校・地域 ～
学校運営協議会委員と学校の教職員、ＰＴＡ本部役員・図書ボランティア・支援員の方々を交えた拡大運
営委員会が１２月２０日に開催されました。今年度のテーマは①「ボランティアの在りかたについて」、②「権
太坂小学校の子どもの未来像」の２点です。ＡＢＣの３つのグループに分かれ、各グループで２点のテーマに
ついて話合いを行いました。 全体会で特に共有された内容は、①のテーマにおける、ボランティアが集まら
ない課題についての方策は、実際活動されている方々を中心に、引き続きお声をかけていただくこと、教職員
は、本校ホームページや学校だより、学年だより、学年・学級懇談会、個人面談等でお知らせしていくことで
す。②のテーマにおける、本校の子どもがどのように育ってほしいかの展望については、２１世紀の教育観を
踏まえ、子どもが自ら考え、行動できる力をはぐくむために、体験活動を重視した子ども主体の学習を引き続
き展開していくこと、本校の学校環境の魅力の一つ、畑の活用にも視野に置きながら、地域全体で子どもの学
びを充実していくこと等でした。今後も学校・家庭・地域で情報を共有し、本校の子どもたちの学びの力を、
さらに伸ばすための支援や方策を、地域全体で考えていきたいと思います。よろしくお願いします。

冬のなかよし全校集会

～笑顔いっぱいの権太っ子！～

１２月８日（木）になかよし委員会が主催する「冬のなかよし全校集会」が
行われました。今回は、それぞれのなかよしグループの友情を深めることを
めあてとして、勝敗は付けず、みんなで達成していくゲームでした。どのゲ
ームでも六年生が中心となって声をかけて、みんなでゲームを楽しみ、ゲー
ムごとにふりかえりも行いました。ふりかえりでは、様々な学年の子どもた
ちがアイディアを出している姿が素敵でした。なかよしグループごとの結束
がより深まった集会となりました。

動物ふれあい週間 ～優しい気持ちをはぐくもう！～
１２月５日（月）から９日（金）まで、中休みに動物ふれあい週間を行い
ました。委員会の児童が考えたうさぎにまつわるクイズに答えてもらい、
参加者には特製のぬりえやシールを渡したり、ふれあい体験をしてもらっ
たりと、全校児童がうさぎのことを知り、触れ合うよい機会となりました。
寒い日もありましたが、多くの児童が飼育小屋を訪れてくれ、委員会の児
童はうさぎのストレスにならないよう上手な抱き方を教えたり、クイズを
通してうさぎの生態を教えたりと、やりがいを感じた１週間でした。

今月代表委員会だより

～調理委員さん、ありがとう～

１２月２０日（火）中休みに給食委員会の提案で、「調理員さんにありがとうの気持ちを伝える工夫を考
えよう」について話合いをしました。例年は１月の給食週間の時に、各クラスで給食カルタを作ることで調
理員さんに感謝の気持ちを伝えたり、給食の大切さを考えたりしていたのですが、今年は「もっと直接あり
がとうの気持ちを伝える方法を考えたい」ということで、話合いの機会を設けました。今回は給食委員会が
考えた「各クラスで四つ切画用紙１枚にありがとうの気持ちを書く」ことに加えて「給食の絵を描く」「給
食をおいしく食べている写真をとって貼る」「好きな給食ランキングを書く」など、様々な工夫が各クラス
から出されました。また、
「給食室に入るときに大きな声であいさつをする」「『おいしかったです』など自
分の気持ちを直接調理員さんに伝える」など、行動の面でもすてきな意見がたくさん出されました。１月の
給食週間のときはもちろんですが、おいしい給食を作ってくださる調理員さんに、日頃から「いつもありが
とうございます」の気持ちを伝えられる温かい気持ちの人がたくさん増えていくといいです。

避難訓練を実施しました！
12 月 16 日に地震から火事が発生したことを想定した避難訓練を行いました。子どもたちはハンカチで口を押え、
真剣な態度で校庭に避難しました。そして校庭では、権太坂消防出張所の佐藤所長さんからの話と起震車体験や消
火訓練を行いました。起震車体験はクラス代表の 2 人が関東大震災の揺れを体験しました。揺れに対しては芋虫の
ように小さくなり頭を守るような姿勢になることが大切であることを教えていただきました。今後、横浜にも大き
な地震がくることが予想されています。今回の避難訓練で得た知識や行動を忘れずに生活してほしいです。

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～）
１月１３日（金）①～③

１月２０日（金）④～⑥

１月２７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。

人権会議について ～全クラスの思考をこらした取り組み発表
～
人権会議テーマ「誰もが安心して生活できるために ～友だちのよいところを見つけて伝え合おう～」
１２月８日（木）
、１４：３０より図書室にて、クラス代表（各クラス２名）
、プロジェクト委員（８名）、
ＰＴＡ役員、図書ボランティアの方々と共に、各クラスでテーマについて話合ったことを共有し合いまし
た。テーマについて考える視点は、①誰もが安心して生活できる権小になると、どんないいことがあるか、
②友達のよいところを見つけるために、どんな方法や取り組みをするか、③よいところを伝え合うにはど
うしたらよいか、の３点です。全学年がクラスで話合った内容を簡潔に画用紙にまとめ、１分程度の持ち
時間で発表しました。どのクラスも人権について十分に話合いがされていることが実感できる発表でし
た。子どもたち全員が、安心して学校生活を過ごすために、我々職員も引き続き全力で努めて参ります。

おやじの会 「地域清掃活動」１２／１８（日）１０：００～１１：００
今年度、はじめて「地域清掃活動」がおやじの会主催で行われました。
運動会の反省会で、「子どもと保護者が一緒にできる活動は、他にないか
な」という話題の中から生まれた活動です。当日は、子ども 15 人 大人
19 人 計 34 人が、3 つのコースに分かれて 1 時間ほどゴミ拾い活動をし
ました。最も多かったごみは、たばこの吸い殻、そして、ペットボトルや
空き缶と続きます。普段から登校途中にゴミ拾い活動を続けている 6－2
の子どもたちは、どこにどのようなごみが落ちているかをよく知ってい
て、手際よく拾い集めていました。また、12 月 26 日に光陵高校のサッカ
ー部の生徒たちが、同じようにゴミ拾い活動を行っていました。地域に目
を向けた活動が、こうして広がっていくことがうれしいです。

５組

クッキー屋さん

大盛況！

２２日木曜日に、５組でクッキーやさんを開店しました。今年のお店の名前は、
「ド
ナルドのメリークリスマスクッキーやさん」です。今年は、アイスボックスクッキー、
ストロベリークッキー、チョコチップクッキーの３種類のクッキーを協力して作りま
した。教室の中の飾りつけや看板も分担して作りました。レジ、接客、飲み物・クッ
キーの準備、片づけなど、それぞれが任された仕事を繰り返し練習してきました。５
組の子どもたちが自分たちで作ったクッキーを使ったお店やさんの活動で、たくさん
の方々が喜んでくれたことがまた一つ子どもたちの自信になったと思います。

４年１組

第３回保土養護学校交流会について（１２／９）

今回は今までとは違い、自分たちが招待する側ということで力を入れて準備
をしました。
「このゲームならペアの子と協力できるね！」
「音が苦手な子がい
るから、歌やダンスじゃなくて楽しめるゲームにしよう！」「○○が好きな子
が多いクラスだから、○○の劇をやったら喜んでもらえるかな？」など、各グ
ループのペアの子に合わせてゲームを工夫して考えていたのが印象的でした。
当日は、どのグループも大成功！！振り返りの感想では「今までで一番仲良く
交流できた。」「自分たちの考えたゲームを楽しんでくれたので良かった。」な
どの感想が多数あり、子どもたちも達成感に満ち溢れていました。とても良い
雰囲気で交流することができました。

２年生

ワクワク・ドキドキミュージック朝会！

１２月１９日の音楽朝会の主役は２年生。今月の歌『ともだち
はいいもんだ』を全校で歌った後、さあ、次は２年生。一曲目は
『あわてんぼうのサンタクロース』
。歌声に合わせて楽器の音色が
そえられました。２曲目の『手のひらを太陽に』では、歌詞の中
に登場する生き物を、全身で表現しながら歌う姿に、誰もが笑顔
になりました。
（以下に高学年の感想をご紹介します。）
「みんな緊張しないで楽しんで歌っていてすごい。」（５年）、「朝
からとても笑顔にしてくれる歌声でした、ありがとう。」（６年）

1 月行事予定

生活目標

日

曜日

内

容

1

日

2

月

3

火

4

水

5

木

6

金

９

月

成人の日

10

火

朝会 短縮 4 校時 給食なし 12:15 下校 集団登校

11

水

体力Ａ読書Ｂ 給食開始
避難訓練２校時（新校舎火災・保土養へ避難）
英４年、３年１・２組 際１年

12

木

英５・６年

13

金

体力Ｂ読書Ａ 委員会

14

土

ちびっこ駅伝（日産スタジアム）

16

月

音楽朝会 ドッジボール大会（2・4・5 年）

17

火

18

水

19

木

元日 冬季休業

「健康に
過ごそう」
○姿勢に気をつけよう
○手洗い・うがいをしっかりしよう
○栄養を考えて食べよう

給食週間…２３日～２７日

全校朝読書 ドッジボール大会（2・4・5 年）
6 年東京校外学習
体力Ａ読書Ｂ ドッジボール大会（2・4・5 年）
1 年昔遊びの会（3・４校時）代表委員会
英１年、３年３組 際６年２・３組、５組
ごんたの日

英５・６年

体力Ｂ読書Ａ ドッジボール大会（2・4・5 年）
クラブ（3 年参加）
音楽朝会（市音楽会発表）
給食週間
ドッジボール大会（1・3・6 年）
ドッジボール大会（1・3・6 年）
授業研究会のため全学年 5 校時授業
体力Ａ読書Ｂ 区一斉授業研究会のため短縮 4 校時
英２年、５組 際６年１組、２年
ドッジボール大会（1・3・6 年）
英５・６年
体力Ｂ読書Ａ ドッジボール大会（1・3・6 年）
委員会（2 月分）

20

金

23

月

24

火

25

水

26

木

27

金

28

土

ズーラシア駅伝

30

月

6 年租税教室（2・3 校時）

31

火

明治２２年から始まった学校給食。学校給食に
よる教育効果を促進する観点から、冬季休業と重
ならない１月２４日から１月３０日までの 1 週間
を「全国学校給食週間」としました。子どもたち
の偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態につ
いて懸念される点が多く見られる今日、学校給食
は子どもたちが食に関する正しい知識と望まし
い食習慣を身に付けるために重要な役割を果た
しています。本校は、２３日から２７日を給食週
間として設定しております。また、２月３日（金）
に給食集会を行います。集会では、給食委員会の
児童による劇や栄養バランス等の話を通して、
「栄養のバランスを考え、好き嫌いなく食べるこ
との大切さ」を学校全体で考えていきます。

体力つくり～元気いっぱいごんたマラソン！～
ごんたマラソンを実施しています。今日は○周
めざそう」と、それぞれ自分のめあてをもち、低
学年３分間、中学年５分間、高学年７分間、校庭
をかけ抜けます。走り終わった瞬間の子どもたち
のきらきらした姿から、本校の子どもたちのたく
ましさを実感しております。箱根駅伝の選手の気
分で今後も頑張っていきます。また、特別陸上ク
ラブの子どもたちは 1 月１４日（日）のちびっこ
駅伝、１月２８日（日）のズーラシア駅伝に参加
する予定です。応援よろしくお願いします。

新１年生保護者説明会…２月７日
来年度入学される児童の保護者を対象にした
説明会を行います。ご近所に対象の方がいらっし
ゃる場合は、お誘い合わせの上、ご出席いただき
ますようお願い申し上げます。

☆ 愛のハガキ運動について☆
学校だより１２月号に載せましたが、各ご家庭にて、年賀状などの書き損じ
たものがありましたら、学校にお持ちいただけると幸いです。愛のハガキ運動
事務局に送付します。１月末まで保健室前にハガキ入れを設置いたします。

ホームページを更新して
おります。
ぜひ、ご覧ください。

～２月・３月の主な行事予定～
２月

１日（水）５組スケート教室
２日（木）４年１／２成人式・懇談会
３日（金）給食集会
４日（土）市児童音楽会（特別音楽クラブ参加） ５日（日）漢字検定
６日（月）５組朝会発表
７日（火）新 1 年保護者説明会
９日（木）～１０日（金）市学習状況調査 ５時間授業
１３日（月）感謝集会,第２回学校保健委員会
１４日（火）１～３年・５年授業参観・懇談会
１５日（水）ごんたの日 １６日（木）５組懇談会 ２０日（月）クラブ発表,小中交流公開授業（権太坂小）
２３日（木）６年卒業イベント・懇談会
２７日（月）授業参観５校時授業,学校報告会,PTA 総会
２８日（火）お別れ集会,交歓給食（５年）
３月１０日（金）６年奉仕活動
１６日（木）卒業式前日準備のため短縮４校時 13:00 下校,給食最終日
１７日（金）卒業生を送る会,卒業式
２１日（火）～２４日（金）短縮４校時給食なし 12:15 下校 ２４日（金）修了式

