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毎年少しずつ、春を知らせる花の開花が早まっているように感じます。本校の畑に植えられて
いる紅梅の花は、もうすっかり花を落としています。
3月を迎えいよいよ学年のまとめの時期に入りました。中でも6年生は、小学校のまとめを行う
最終段階に入りました。
本校では６年生を全校児童の「あこがれの存在」となれるように育ててきました。そのために
は、「６年生はどうあったらいいのか、これでいいのか。」を、６年生にかかわる教師は常に子
どもたちに問いかけ続けてきました。また、この時期ならではのことでありますが、５年生にか
かわる教師は「あのような６年生になるためにはどうしたらよいのか。どんな考えをもつことが
必要なのか。」を問いかけ続けています。当然ですが、６年生がしっかりしている学校は、下級
生もしっかりします。
「フィーバーゴンタザカ」「運動会」「なかよし班の活動」「クラブ・委員会活動」「特別ク
ラブ」「集団登校」等、その活動をリードしていくのは６年生でした。６年生一人ひとりが自分
に自信を持ち、下級生のために、学校のためにと責任もって取り組む姿は、「伝説の6年生」の名
にふさわしいと感じていました。 その6年生が、あと17日で権太坂小学校を卒業していきます。
「自分が好き」と、学校目標の最初に掲げられているように、この6年間で「自分のここがすき
だ。」というところを１つでも多く見つけられて卒業していくことを願っています。
他国に比べ、日本の子どもたちの自己肯定感が低いのは、近年、教育界の大きな課題です。 本
校の子どもたちも今年度のアンケート結果からの数字は高いとは言えないものでした。子どもた
ちが自分のよさに気づくには、多くの経験や体験をすること、多くの人と出会い、ふれあうこと
が大切です。人は、経験や体験を通して、人との繋がりを通して、自分の可能性に気づいたり、
自分に自信を持ったりすることができるのです。今年度も本校の子どもたちは様々な経験や体験
によって、たくさんのことを学びました。保護者の方々や地域の方々に多くの場面で関わってい
ただき、大人の素晴らしさを感じるとることができました。温かい心も伝えていただきました。
今年度も権太坂小学校の子どもたちに、力強い応援と温かな愛を
たくさんありがとうございました。教職員一同心から感謝申し上げ
ます。
これからも子どもたちへのご支援をよろしくお願いいたします。

☆彡 4 年

１/２成人式☆彡

２月２日（木）に、１０歳までの成長と感謝の気持ちを伝える「２分の１成人式」を行いました。たくさんの方
に自分たちの成長した姿を伝えることができました。多くの方々のご参観ありがとうございました。
学年発表の歌とリコーダーで思
いを伝えられたし、10 秒スピーチ
で将来の夢を保護者の方にはっき
り伝えられてよかったです。自分も
もう 10 歳なんだなと感じることが
できた。成長と感謝を伝えられた最
高の二分の一成人式になったと思
います。
（１組 中村未来）
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☆給食集会☆

濱田

優月)

２月３日（金）の給食集会では、赤・黄・緑の食べものをバラン
スよく食べることが大切なことを知ってもらうために、
劇にして
全校のみんなに知らせました。登場人物が桃太郎に決まると、自
分たちでシナリオを作り配役を決めて熱心に練習しました。
集会
では、
「はっきりとセリフを間違えずに言えた！」と喜ぶ姿が見
られました。その日の献立から食べ物の色を当てるクイズを出題
したところ、多くの子どもが正解できました。この集会を通して
栄養の働きが少しずつわかるようになってきました。

♬市音楽会🎶
2 月 4 日（土）
、伝統ある神奈川
県立音楽堂で開催された市の児童音楽
会に、特別音楽クラブが参加してきま
した。曲名は『やさしさに包まれたな
ら』
『雨の遊園地』
（三部合唱）の 2 曲
です。
「楽しんで歌おう！」が最後の目
標。本番の演奏では、リズム感あふれ
るさわやかな歌声と、静けさとさみし
さをちょっぴり感じさせる絶妙なハー
モニーをつくり上げることができまし
た。歌いきった子どもたちの姿が、と
てもまぶしく輝いていました。1 年間、隙間時間を見つけ、自分たちで練
習を積み重ねてきた成果が、十分に発揮できた演奏となりました。

６年 ピザ作り

２月８日、１５日に家庭科の学習の一環で、地域
コーディネーターの加藤さんと坂口さんをお招

きして家でも実践できる「か～んたんピザ」の作り方を教えていただきました。
各自、具材を持ち寄りオリジナルのピザ作りを行いました。完成したピザをみ
んなおいしそうに食べていました。お世話になった先生方にも手紙を添えて、
ピザを届けました。是非、ご家庭でも実践してみてください。
５年生も家庭科の学習の一環で、加藤さん、坂口さん、栗山さんにご指導いた

５年 マドレーヌ作り

だいてマドレーヌを作りました。とても簡単で、おいしく作ることができたので、
「家でも作ってみたい！」という声が上がっていました。ラッピングにもこだわ
りました。

スクールカウンセラー相談日（①９：００～②１０：００～
３月３日（金）④～⑥

③１１：００～④１３：４５～⑤１４：４５～⑥１５：４５～）

３月１０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。また、学校職員全
体で子どもたちを見守っています。いつでもご相談ください。

☆第 2 回学校保健委員会☆
2 月 13 日（月）に第 2 回学校保健委員会を開きました。
「早寝・
早起き・朝ごはん～健康で安全に学校生活を送ろう～」をテーマに、
1 年間保健委員会や学級で取り組んできた振り返りをしました。「早
寝・早起き・朝ごはん」のテーマでの取り組みが来年度で 10 年目を
迎えるにあたり、改めて権小の健康課題を考えていこうと今回の会で
来年度のテーマを決めました。
『心』
『姿勢』
『食生活』の３つの中か
ら各クラスで１つ挙げてもらい、それを学校保健委員会で話し合い決定したのが『心』です。姿勢と食生活は自
分達の意識で直していける。他の２つのテーマと関わりがあり、学校全体で取り組んでいけるテーマ、というこ
とで選ばれました。子どもたち自身で決めた学校保健委員会のテーマに、これからの取り組みが楽しみです。

☆感謝集会☆
「ＰＴＡのみなさん、いつもありがとうございます。」
「明日も楽し
く学校に行きます。
」
「学校のみんなが毎日元気に学校に通えているの
は、たくさんのＰＴＡさんのおかげです！」と感謝の気持ちを伝えた
代表の子どもたち。「普段は言えない感謝の気持ちを伝えたい」とい
う提案者の思いが多くの子に伝わり、みんなの心が温かくなるすてき
な集会となりました。これからも自分たちを支えてくださる多くの
方々に対して感謝の気持ちを持ち、元気なあいさつや会話などで、気
持ちを伝えていってほしいです。

☆5 組 学習発表会♪「ごんた だいこ」☆
2 月 14 日火曜日に保土ケ谷公会堂で学習発表会がありました。今
年のごんただいこは、１・２年パート、3・5 年パート、6 年パート
の 3 部構成になりそれぞれにオリジナルのリズムを取り入れて行いま
した。太鼓マスターの今西さんにご指導いただき、校内発表と公会堂
での発表のどちらもしめ太鼓を叩いていただきました。14 名全員が
オレンジの揃いの法被を着て力いっぱい発表することができました。

☆畑ボラ活動報告☆
畑ボランティアの活動（年間 40 回）がすべて終了しました。1 回の参加人数の平均は 4～5 人。草むしり、
野菜の収穫、畑の整備、花の植え替えなどが主な活動内容でした。おかげ様で、裏庭周りや校庭周りがきれいに
整備され、気持ちよく過ごすことができました。
・気楽に活動に参加しながら、お母さん方とわいわいできた。
・活動しながら校庭の子どもたちの様子を見ることができた。
・野菜の成長を楽しみにしながら、楽しい 1 時間を過ごすことができた。
などの嬉しいご感想をたくさんいただきました。
来年度から PTA ボランティアの登録方法等も変わりますが、今年度のふりかえ
りを生かしつつ、新たに楽しい畑ボラの発足をお願いしたいと思います。

☆第 4 回学校運営協議会☆ 「かかわれ、つながれ、ひろがれ」
２月２７日(月)今年度最後の学校運営協議会を開催しました。保護者の皆様からいただいた学校評価につ
いての結果と改善方策について検討しました。この話し合われたことを来年度の学校運営に生かし、よりよ
い学校づくりを進めていきたいと思います。1 年間ご支援、ご協力をいただきありがとうございました。
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月
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ります。一年間お世話になった感謝の気持ちを
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こめて、お二人の先生方をお送りしたいと思い
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木
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金

卒業生を送る会 卒業式
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月

春分の日

21

火

給食なし

22

水

朝読書

23

木

ＡＥＴの先生を送る会 短縮４校時１２：１５下校

24

金

修了式 離退任式

25

土

年度末休業開始～３／３１

る修了式が行われます。一人ひとりが一年間を

（新６年は４／４

振り返り、自らその成長を実感し次の学年につ

体力Ａ読書Ｂ

容

○教室をきれいにしよう

際2年

○自分の成長を知ろう
○楽しい会食をしよう

☆全学年 集団登校引き継ぎ
３月７日（火）５校時、登校班の引き継ぎを

登校班引き継ぎ５校時

行います。また集団登校班の約束を確認すると

英 2 年、5 組

ＩＵＩの先生を送る会

特別音楽クラブさよならコンサート

際4年

共に、今年度の集団登校の様子を振り返ります。
校外委員の方々も参加してくださる予定です。

☆国際理解・ＡＥＴの先生を送る会
３月８日（水）はジャファー・アリ先生、23
日（木）はダニエル・チャン先生を送る会があ

英 4 年、3 年 2・1 組

給食最終日
英 2 年、5 組

卒業式前日大掃除
短縮４校時１３：００下校

ます。

☆卒業生を送る会・卒業式
３月１７日（金）に卒業生を送る会・卒業式
を行います。１～４年生は９時１０分に下校し、

短縮４校時１２：１５下校

５年生は在校生代表として卒業式に参加しま
す。式は１０時開始となっています。

短縮４校時１２：１５下校

☆修了式・離退任式
３月２４日（金）に今年度の締めくくりとな

８：３０登校）

なげていきます。その後 3 校時より、本校職員
の離退任式を行う予定です。

平成２９年度４・５月の主な行事
４月１日（土）～４日（火）春季休業 ４日（火）新６年入学式準備
５日（水）前期始業式・着任式・入学式
６日（木）～７日（金）短縮４校時給食なし 12:15 下校
６日（木）
・7 日（金）
・10 日（月）集団登校
１１日（火）給食開始 全学年・５組授業参観 全学年懇談会
１２日（水）一年生を迎える会 １４日（金）避難訓練
１７日（月）一斉下校訓練
１８日（火）６年全国学力状況調査
２０日（木）～２５日（火）家庭訪問 短縮４校時 13:15 下校
２６日（水）６年歴史博物館見学
５月２日（火）授業参観 学校説明会 ＰＴＡ総会
２３日（火）学校運営協議会
２７日（土）運動会 ２９日（月）運動会代休
３０日（火）開港記念の話 避難訓練

◆新年度についてのお知らせ◆
○４月４日（火）新６年生８：３０登校
※入学式準備を行います。

○４月５日（火）
☆前期始業式開始８：２５～
※８:１０までに登校するようにお願いします。
※新学年学級編制名簿を配布します。

☆入学式

10:00～

新 1 年入場開始

※９：４０までに受付を済ませていただきますよ
うお願いします。

