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梅雨の時期、雨の日が多い季節ですが、子どもたちは、元気に毎日を過ごしています。野毛
山動物園の見学に向けて、各クラスより実行委員が選出されました。しおりを作ったり、当日
の司会で言う言葉を決めたりして、自分たちで見学を創り上げようと準備を進めているところ
です。
のげやまどうぶつえんへの いきごみ
みんなが なかよくなる
そくにしたいです。

えん

めあてにあるように、いろいろな
おもいでをつくりたいです。

くらすやがくねんのみんなをま
とめて、たのしいえんそくにした
いです。
いきやかえりに、みんながまいご
にならないように がんばりた
いです。

みんなが えんそくを たのし
めるように がんばりたいです。

あしが つかれても
たいです。

みんなを えがおにして たの
しいえんそくに したいです。

どうぶつとなかよくなりたいで
す。

みんなが たのしいえんそくに
なるように がんばりたいです。
じっこういいんとして みんな
が まいごにならないように
したいです。

がんばり

じぶんが じっこういいんだか
ら、こえかけを やさしく わか
りやすく したいです。
みんなが まいごに ならない
ように したいです。

●野毛山動物園見学について
１０日（水）に、野毛山動物園見学があります。雨天決行です。以前配付しましたお便りで持ち物を確
認してくださるようお願いします。

●健康手帳について
７月中旬に健康手帳を配ります。４ページと１７ページと３２ページに押印をしていただき、お子さん
に持たせてください。夏休み中も健康手帳は、学校で保管します。

●夏休みについて・教育相談について
夏休みは、７月２４日（水）から８月２６日（月）までです。夏休みの宿題、水泳等については、後日、
お知らせします。７月１８日（木）、１９日（金）
、２２日（月）
、２３日（火）は、教育相談があります。
詳細は、後日担任よりお便りが配付されますので、ご確認ください。限られた時間ではありますが、有意
義な時間にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

●国語と算数のノートについて
４月に比べると、授業でノートを使う回数が増えてきました。また、１年生は、マス目が大きいので、
ノートの進み具合が速いです。ノートの残りが１０ページくらいになったときに次のノートを購入してい
ただくとありがたいです。
（できるだけ、配ったノートと同じマスのノートでお願いします。）
●めだかっ子集会について

子ども・保護者・教師、三者で創り上げる『めだかっこ集会』を１２月１７日（火）２・３
校時に予定しております。
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もうすぐ夏休みです！
すっきりとしない梅雨空が続きます。いつもは校庭でたくさん体を動かし、元気いっぱいな様子を見せている子どもた
ちも、雨のために教室内で過ごすことが多くなっています。残念に感じている子もいることでしょう。
しかし、植物にとっては、梅雨の季節は重要です。大地はたくさんの水を貯え、気温の上昇とともに一気に生長しま
す。子どもたちにも、教室での過ごし方を考えるよい機会となります。室内でどのように有意義に過ごすかをクラスの仲
間と話し合い、時と場所を考えた行動ができるように成長してほしいと願っています。
梅雨が明けるころには、楽しみにしている夏休みがやってきます。夏休みを安全で楽しく過ごせるように、自分自身の
行動について、あらためて見直していけたらと考えています。７月もよろしくお願いします。

大岡の学習の様子
＜１組＞
「商店街となかよし大作戦！」
ということで、弘明寺商店街にある
お店やお店の人となかよくなるため
に、調べたり話したりして、まちの
人の優しさに気付いてきています。
お返しをしたいという思いが高まり
自分なりの方法でかかわり方を考え
て、活動中です。

＜２組＞
「商店街のすてきをみつけたい！」
ということで、弘明寺商店街で興味
をもったお店に行き、お店にある物
を見たり、店員さんが仕事をしてい
る姿を見たりして、子どもたちは商
店街のよさを感じています。

〈３組〉
「おいしい夏野菜を育てたい！」
ということで、一人ひとりが育てた
い夏野菜を決め、育てています。
様々な工夫をしながら育て、花が咲
いたり、実が大きくなったり、毎日
色々な気づきがあります。おいしい
夏野菜を育てるために、みんな一生
懸命です。

☆お知らせとお願い☆
○健康手帳について
今年度の検診結果を健康手帳に記載したものを７月中にお子さんへ返却します。４ページ、
１９ページを見ていただき捺印後、7 月１９日（金）までに担任へ提出をお願いします。
○教育相談について
7 月１８日（木）から教育相談が始まります。短い時間ではありますが、学校やご家庭での子どもたち
の様子についてお話できればと思います。詳しい時間については各クラスから配られるお知らせをご覧く
ださい。また、教育相談期間中に「ともそだち」を渡します。「夏休みまでのふり返り」の中にある「家
庭から」の欄にコメントを記入し、表紙に写真を貼って、夏休み明けに持たせてください。

○植木鉢について
夏休み中にはご家庭で引き続き夏野菜を育てるため、鉢を家に持って帰ります。お子さんが持って帰る
か家の人が持って帰るか、前もって決めておいてください。持って帰る時は、大きめの袋を持参しくださ
い。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

○学校の荷物の持ち帰りについて
夏休み前に、学校に置いてある荷物（ファイルボックス以外）を持ち帰ります。道具箱・絵の具セット
などの中身を確認していただき、不足している物は夏休み中に補充してください。また、夏休みの宿題・
水泳・休み明けの持ち物等については、学年だより「夏休み号」でお知らせいたします。
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雨の日が続きます。学校の植え込みにある紫陽花が花開き、雨に濡れて輝く様子は、梅雨の中にも自然の見せ
る美しさを感じます。しかし、梅雨の合間に差し込む日差しは厳しく、夏がもうすぐそこに来ていることを知ら
せています。
さて、先日から水泳の学習が始まりました。運よく雨の合間が当たり、前日の好天もあって水温がぐんと上が
ったので、大岡小学校で一番に、プールに入ることができました。掃除したばかりのプールの水は、まだ誰も入
っていないため、とても美しく、気持ちよく泳ぐ子ども達の姿が輝いて見えました。また、学年集会を開き、学
年目標「キラキラ」をめざして、子ども達が協力してゲームに取り組む姿も見られました。その様子は、低学年
とは違う３年生としての姿に変わってきています。７月が終われば、夏休みです。各クラスでのこれまでの学び
を振り返り、有意義な休みを迎えられるようにしていこうと考えています。７月もよろしくお願いします。

◆お知らせとお願い◆
○教育相談について
お子さんの家庭での様子や学校での様子についてお話できたらと思います。詳しい日程は、各クラス
から配付されるお知らせをご覧ください。
○夏休みの宿題について
夏休みの宿題、予定、夏休み明け登校時の持ち物などは、学年だより夏休み号にてお知らせいたしま
す。
○カーテン洗濯
先日の懇談会で引き受けて頂いたご家庭の児童に、カーテンを持ち帰らせます。洗濯をよろしくお願
いします。

新学期が始まって３か月が過ぎました。この短い期間の中で、子どもたちは社会科見学へ出かけたり、新しい
大岡の時間の学習内容を決めたり、音楽朝会で立派に演奏したりしてきました。水泳学習が始まりました。雨や
低温で中止になる日もありますが、泳げるときには、しっかり泳いで夏に向けてさらに上達できるようにしてい
きたいです。

特べつがんばったことは、キャンプファイヤー
のＵＳＡです。ふだんは、あんな大たんなおどり
はできないけれど、楽しもうと全力でおどれたの
で、よかったです。２日間で成長したことは、忘
れ物をしないことです。いつもだったら週に２回
くらい忘れてしまうけど、何も忘れ物をしません
でした。成長したと思います。

楽しかったことは、バスに乗っているときでし
た。なぜなら、けんかも一切なかったし、みんな
で考えて、バスレクをしてすごく楽しかったです。
がんばったことは、食事です。なぜなら、食事の
バランスを考えて食事をすることができたからで
す。２日間で成長できたと思うことは、やる時は
やって、楽しむ時は楽しむことです。

キャンプファイヤーの本番が、すごくうまくい
きました。その理由は、毎日、歌やダンス、ゲー
ムの練習などをして、実行委員や４年生のみんな
でがんばってきたからです。本番でも、みんなで
協力できて、よかったです。

山のぼりで、とてもつかれて「のぼれるかな」
と少し心配になりました。でも太田ふう花さんが、
「だいじょうぶ！いっしょにちょう上まで行こ
う！」と私を元気づけてくれました。ちょう上に
ついた時は、うれしくて思わず、
「やった～」とさ
けんでしまいました。あきらめず、さいごまで、
チャレンジすることができました。

わたしは、はじめての山のぼりをしたときにと
中で止まってしまったけど、最後まであきらめな
いで、登りきれたことがうれしかったです。実行
委員では、練習した通り失敗せずにできたので、
自分では、がんばれたんじゃないかなと思います。

楽しかったことが、２つあります。１つ目は、
キャンプファイヤーです。火がつくしゅんかんは、
キャンプファイヤー係でも知らないことで、びっ
くりしました。２つ目は、バスの中で、みんなの
特ちょうクイズです。部屋長としても、みんなを
ささえる役目もして、そういう力がついたかな？
と思いました。

★めだかっこ集会についてのお知らせ★
めだかっこ集会の日が決まりました。
１月２０日（月）５・６時間目（１３：４０～１５：１５） 体育館
活動委員の方は、事前打合せがあります。→1２月の１週目に行います。後日日程は、お知らせします。
★水泳学習について★
水泳カードの記入もれがないようにしてください。①体温 ②入泳か見学か ③印（判子）などです。
一か所でも記入がない場合は、水泳学習は見学になりますのでご確認をお願いします。
★健康手帳について★
７月８日頃に返却します。内容をご確認の上、P５，８．１９に押印してください。7 月 1２日（金）まで
に返却してください。
★夏休みの宿題について★
夏休み号でお知らせします。
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７月になり、まだ梅雨明けとなっていませんが、暑さが増してきました。これからがいよいよ夏
本番となります。7 月１～３日には、子浦宿泊体験学習を行いました。「仲間と思いっきり、ハイ
ジャンプ！in 子浦」の目標の基、2 泊 3 日の体験学習でした。仲間との共同生活や横浜では体験
できないことを通して、充実した三日間を過ごせたことと思います。帰ってきた日には、子ども達
の土産話も盛り上がったことと思います。この体験学習で学んだことを今後に生かしていけるよう
に指導を重ねていきたいと思います。7 月もよろしくお願いします。

私は、子浦に行く前まで、あまり多くの人と関わることがありませんでした。しかし、この子浦での活動を通して、たくさ
んの人と関わることが出来たと思います。
例えば、海の活動のペアでの活動です。いつもは、あまり話したり関わったりすることがない人とペアになれたので、活動を
通してたくさん話をしたことで関わりを深めることが出来ました。
他にもアジのひものの活動、活動班、部屋での活動などでも人との関わりを意識して活動することができました。
昨年までは、仲の良い友達といっしょがいいと思っていました。しかし、今年は見方や考え方を変えてあまり関わりがない
友達と積極的に関わることをめあてに楽しく活動することができました。
そのおかげで、私は大きく成長することが出来ました。いつもは、あまり関わりの少ない友達とも自ら進んで声をかけてい
くことで、相手もしっかり向き合ってくれて、関わりを、そして相手を理解して仲が深めることが出来ました。
ここで学んだことを、子浦の活動で終わらせるのではなく、これからの学校生活や、学習でも意識しながら生活していきた
いと思います。

私はこの子浦宿泊体験学習を通して、成長できたことがあります。実行委員で、出発式では始めの言葉で、リハ
ーサルの時にかんでしまうことがあったのですが、当日はうまくいけたのでよかったです。楽しかったことは３つ
あります。
１つ目は、あじの開きで初めて作ったので、かなりドキドキしました。包丁を使うので、しんちょうにと思いな
がらやっていると、いつの間にか２つにできており、なれればできると思いました。
２つ目は、みんなで行った部屋レクです。みんなで、トランプをしたり、ＵＮＯをしたりしました。盛り上がっ
ったことが思い出です。シーツや布団の準備や片付けも、部屋のみんなと協力してできました。
３つ目は、カッターとカヤックです。カッターはとてつもなく疲れました。カヤックは、どうくつの中に入った
のが印象的でした。雨の中でしたが、とても楽しい体験でした。
この子浦宿泊体験学習を通して、成長できたことを、これからの生活に生かしたいです。

私の子浦宿泊体験学習でがんばったことや思い出に残っていることは、たくさんあります。そして、自分のたてた目標も達
成することができました。ときに達成できたと感じたことは、アジの開き体験の時です。１日目、子浦で最初の体験でした。
緊張してしまったけれど、係の人の話をよく聞いてできました。ペアの池田さんとも協力し、効率よくできました。
次に、私が子浦で思い出に残っていることは、３つあります。
１つ目は、カッター体験です。海の活動で初めにやりました。かけ声の「ソーレ！」をおおきな声で言うように気を付けま
した。すると、だんだんスピードがあがったので、みんなもがんばっているんだな、すごいなと思いました。
２つ目は、カヤックです。ペアの人と洞くつに入るとき、「右向きにこぐんだよ。」や「どっちに曲がる？」と声をかけ、前
よりも絆が深まって、いい体験になったと思いました。
３つ目は、キャンプファイヤーです。静かにやろうと思ったんですが、暗かったり、ガが飛んできたりして、少ししゃべっ
てしまいました。しかし、ジンギスカンなどをやるときには、思い切りできました。また、行き電車よりも、帰りの電車がに
ぎやかでした。
子浦で、学んだことをこれからの学校生活に生かしていきたいです。

ぼくは、子浦に行く前の自分と、今の自分とを比べてみました。行く前は自分から積極的に行動することができ
ませんでした。例えば、次の授業はなんだろう？と見通しがもてませんでした。そこで、子浦の活動では「自分か
ら積極的にリーダーとしてみんなをまとめていきたい。」「２泊３日なので見通しをもって行動すること。」そのた
めには、しおりをしっかり読み取り活用することをめあてとして活動することにしました。
実際に子浦での活動では、めあてを意識して活動したことでたくさん成長することができました。積極的に声を
かけて行動したり、部屋でも先を見通したりするように意識して行動できました。また、室長会議でもしっかりメ
モをして聞き、部屋にもどると、聞いてきたことを友達に伝えると、メモを取りながら聞いてくれたので、自信を
もつことができました。
海の活動でもたくさん学ぶことができました。ペアの友達と楽しく取り組むことができました。しかし、そのう
らがわでは、活動を支えてくれる人や準備してくれている人がいることを先生が教えてくれたので、感謝の気持ち
を忘れずに、学んできたことを子浦で終わることなく学校生活でも生かしていきたいです。

ぼくは、めあてが達成できたと思います。理由は２つあります。
１つ目は、
「仲間」です。ぼくは活動班とは、電車で一緒にしゃべって笑いあいました。宿泊班とは、トランプ
でだいひんみんをしたり、ウノをしたりして遊びました。他の人たちとも、カヤックやアジの干物づくり、浜遊び
などで、協力することができました。活動の中で、いろいろな仲間と、きずなを深められて、
「ハイジャンプ」で
きたと思います。
２つ目は、
「おもいっきり」です。あじの干物も、おもいっきりがんばって上手にできたり、カヤックでも、お
もいっきりオールを回せたり、キャンドルファイヤーでも思いっきり楽しむことができたから、「ハイジャンプ」
できたと思います。
他にも、いろいろ「ハイジャンプ」して、めあてを達成できたと思ったところがいっぱいあり、いろいろな楽し
い思い出ができました。また行きたいです。

自分は、子浦宿泊体験学習を通して、
「仲間と思い切りハイジャンプ！」という目標が達成できたと思いま
す。そして、仲間と協力できたことだと思います。例えば、カッターやカヤックでペアの人と一緒にこいだ
り、カヤックで回転する時に息を合わせたりできたことなど、様々なことがあったからです。シーツのたた
み方をきちんと聞いたり、ペットボトルを捨てることを促したりすることができました。また、いつもとは
違う環境で、いつもとは違う人と交流し、宿泊場所で過ごしたことは、ハイジャンプにつながったと思いま
す。子浦で学んだことを日常や次の宿泊体験学習に生かしたいです。

～子浦宿泊体験学習の行程変更のご報告～
子浦宿泊体験学習の実施に際し、ご準備や見送り、出迎えなどありがとうございました。天候に
より、当初の行程を予定より変更いたしましたので、ご報告いたします。
１日目のナイトウォークは、雨天のため中止とし、部屋で過ごすこととしました。
２日目の海の活動は、小雨が降ったりやんだりしている天候での実施としました。午前中の海の
活動①②を行っておりましたが、気温が下がり、寒さを感じるようになったため、昼食を宿舎とる
こととし、シャワーを浴びて、部屋で過ごすこととしました。
３日目の日和山ハイキングは、雨が続いたため、山の道が雨で濡れて危険個所があるため、中止
とし、クラフト体験として、サザエキャンドル作りを行いました。
会計報告については、支払いを終えた後に書面にてご報告いたします。

★水泳学習について★
水泳学習が始まります。前号でもお知らせしました通りです。ご確認ください。
・ すべての持ち物に記名をお願いします。水着は後ろ側に、水泳帽は前に名前札を縫いつけてください。
・ 水泳カードは、必ず保護者の方が記入、捺印をお願いします。児童の健康状態の
把握が必要なため、記入漏れや捺印がない場合は見学になりますので、ご承知おきくだ
さい。爪のチェックもお願いします。

令和元年

７月３日

横浜市立大岡小学校
第６学年

７月号

先日の赤城宿泊体験学習では、天気も心配され、予想もしなかったハプニングからのスタートでした
が、子どもたちは「全力 協力 行動力 ３つの力で ＳＴＥＰ ＵＰ！」のめあてのもと楽しく充実
した時間を過ごすことができたようです。赤城の自然や東照宮の美しさに感動する姿、一般客の方々に
配慮しながら見学する姿、仲間に温かい声をかけ励まし合う姿、自分たちで活動を進める頼もしい姿な
ど、数々の子どもたちの成長した様子を見ることができました。宿泊体験学習に関しましていろいろと
保護者のみなさまにご協力していただき、深く感謝申し上げます。

赤城体験学習のコース変更について（報告）
赤城宿泊体験学習において、当初の予定と異なった行程で活動をしましたので、ご報告をさせていただきます。
①初日の出発が２時間３０分遅れたこと
出発のため鎌倉街道に停車中のバス（１号車）に後方から来た車が接触し、バスの右サイドミラーが破損しま
した。１号車の車両を交換するため、出発が２時間３０分遅れました。そのため、初日に予定していた足尾銅山
の見学ができませんでした。
（二日目の山歩きの行程を工夫し、二日目に足尾銅山の見学をしました）
②三日目に吹割の滝の見学をしたこと
三日目は川遊びとピザづくりの予定でしたが、当日早朝に雨が降ったため、安全面を考慮し、急遽、川遊びの
代わりに吹割の滝の見学を計画しました。（結果的には、現地で安全確認をし、短時間の川遊びも実施すること
ができました）
バス車両を替えたことも滝の見学をしたことも、児童の安全を考えた措置でした。ご理解のほど、よろしくお
願いいたします。

お知らせ
★水泳学習について★
水泳カードの記入もれがないようにしてください。①体温 ②入泳か見学か ③印（判子）などです。
一か所でも記入がない場合は、水泳学習は見学になりますのでご確認をお願いします。
★健康手帳について★
７月１２日頃に返却します。内容をご確認の上、P５，８．１９に押印してください。7 月 1６日（火）まで
に返却してください。

