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   自然からの情報  

                         校長 金 森 孝 子  

「♬春―は名―のみーの 風―の寒さやー♪」（「早春賦」の冒頭より）立春が過ぎ、暦の上では春になりました。この

1 ヵ月は、寒い日と暖かい日が交互に訪れる三寒四温を感じることも多く、子どもたちの服装も多様になってきています。イ

ンフルエンザによる学級閉鎖もあり、健康には引き続き留意したいものです。 

2月10日は午前10時ごろから午後１時ごろまで雪が降り積もりました。天気予報をチェックしている子どもは「雪で遊

べるかなあ。」「校庭に積もるかなあ。」と朝から天気が気になって仕方がない様子です。そんな中、雪も本降りとなり、中休

みには校庭一面に雪が積もる状態となりました。「(副校長 放送)今日の中休みは、雪が降っていますが、校庭で遊んでも

良いこととします。…・・」放送が終わるか否か、子どもたちは歓声を上げ、外へ飛び出して行きました。普段あまり外遊びを

したりしない子どもたちも、笑顔で校庭に出て行きました。積もった雪を足で踏みしめて感触を味わったり、走っている途中

で友達と雪合戦を始めたりするなど、雪に触れることを全身で楽しんでいました。中休みの後も、雪は降り続き、子どもたち

は昼休みも同様に雪に触れ合うことを楽しみました。 

そんな子どもたちを見ながら、「人工的なものから得る情報は少な

い。自然はたくさんの情報に溢れている。」令和 4年度都筑区すこや

か子育て講演会の講師、高橋良寿氏(五感教育研究所 所長)の言

葉を思い出しました。雪の静けさ、雪の感触、質感、冷たさ、結晶の大

きさ、辺りの空気感、、、言葉にすることは難しいですが、得られる情報

は無限です。子どもたちは、自身の感覚をフル回転させながら、雪の

世界からたくさんの情報を得ていました。そして、その感覚を友達と分

かち合い、遊びを見つけ、存分に自然や友達との関わりを楽しんでい

ました。自然と触れ合うって素晴らしい！！集団の中で自然と触れ合う

体験を、山田小学校ではこれからも大切にしていきたい、と強く心に

感じた出来事でした。令和 4年度の教育活動へのご理解とご協力、ありがとうございました。 

############################################################## 

令和5年度の教育活動について コロナ感染が収束したわけではありませんが、5月のコロナ5類移行を念頭に、現在、

学校運営、教育活動等について、整理しているところです。これまでに決まった変更点をお伝えします。 

①健康観察        ロイロノートによる体温等の報告は無用です。欠席連絡は、ロイロノートや連絡帳を用いてお願いし

ます。(電話連絡は、緊急の場合のみにお願いいたします。) 

②給食            黙食での喫食は行いません。（詳細については、令和 5年度にお伝えします。） 

③放課後校庭開放  コロナ 5類移行後に、校庭開放を実施します。（時間については、令和 5年度に お伝えします。） 

④宿泊学習        5年生 三浦体験学習、6年生日光修学旅行を計画しています。 

⑤あゆみ          あゆみは、10月「中間期」3月「学年末」としてお渡しします。尚、「中間期」は、観点別評価のみで、

所見の記載はありません。希望される保護者の方には、10月下旬に学習相談会として、個別の面談

を実施します。                

⑥授業参観        6月、12月の 2回の土曜参観を計画しています。 

⑦時間割          給食がある日は、15分の朝学習（8:25～８：４０）を実施し、1時間目開始を８：４０からとします。 



授業参観・懇談会（６年生）
ICT支援員来校

朝会　
卒業を祝う週間（３/10まで）

カウンセラー来校P.M
ICT支援員来校
６年生歴史博物館見学
カウンセラー来校A.M

ICT支援員来校
大掃除（６年生）

給食終了　　カウンセラー来校A.M
ICT支援員来校

カウンセラー来校P.M
大掃除（１～５年生）

ICT支援員来校
市民読書の日

修了式　　離任式　
カウンセラー来校P.M　ICT支援員来校

着任式　始業式　入学式
新２～６年生（９：１０頃下校）

卒業証書授与式(１～５年生家庭学習日）

3 金

4 土

5 日

6 月

カウンセラー来校P.M

ICT支援員来校

６年生を送る会（テレビ放送）

朝会

卒業式予行練習

7 火

1 水

2 木

令和５年３月３日
保護者様

横浜市立山田小学校
校長　　　金森　孝子

　　３月の学校だより掲載の行事予定に間違いがありました。お詫びして訂正いたします。ご確認をお願いいたします。

読み聞かせ（１～４年生）

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

木

17 金

18 土

19 日

金

20 月

21 火

発育測定（新３年生）　懇談会（新１．４年生）

新６年生登校日（９：００～１１：００）

発育測定（新６年生）

14 金

10

11

12

月

火

水

7

給食開始　発育測定（新４年生）
懇談会（新３．６年生）

8 土

13

春分の日

発育測定（新５年生）

9 日

4/6 木

22 水

23 木

24

朝会

学年末休業・春季休業3/25（土）～4/6（木）

金

行事予定訂正

４月１３日（木）

懇談会（新３．６年）

４月１４日（金）

誤 懇談会（新３．６年）

正 懇談会（新１．４年）

なお、新２年生、新５年生の懇談会は４月１７日（月）、

個別支援級の懇談会は４月２１日（金）を予定してい

ます。

令和５年度の主な行事予定

５月 ２日（火）４校合同引き取り訓練

６月１０日（土）土曜参観（代休６月１２日）

９月２６日（火）～２７日（水）６年生修学旅行

１０月１４日（土）運動会

１０月１６日（月）運動会代休

１０月２４日（火）～２５日（水）５年生体験学習

１２月１６日（土）土曜参観（代休１２月２５日）

２月２０日（火）・２２日（木）

１～５年生授業参観、懇談会

３月 １日（金）６年生授業参観、懇談会

３月１９日（火）卒業証書授与式

現時点での予定ですので変更になることがあります。

令和５年度着任式、始業式について

○日時 令和５年４月７日（金） ８：２５～

○場所 各教室

○持ち物

・健康観察票 ・くつを入れるビニール等の袋

・うわばき ・手提げ袋 ・連絡帳、連絡袋

・筆記用具 ・ハンカチ ・ティッシュ

○下校時刻 ９：１０頃

詳細については、後日お知らせを配付いたします。

行事予定訂正のお知らせ



１・２月のふり返り 

1 年生 2 年生 

 
 

 

 

 国語の「どうぶつの赤ちゃん」と関連したズー

ラシアの出前授業がありました。キリンの飼育員

さんが、いろいろな動物の赤ちゃんの様子や成長

していく様子を教えてくださいました。 

山田幼稚園、山田保育園、キッズフォレ東山田

の３園と、それぞれオンラインで交流しました。

学校クイズや学校紹介、質問に答えるなどして、

楽しい交流会になりました。 

生活科の「もっともっと まちたんけん」の学

習で、国際プール・山田神社に行きました。 

国際プールでは、実際に施設内に入り、メイン

プールやテニスコート、トレーニング施設などを

見学させていただきました。 

山田神社では、お参りをしたり、見学したこと

から神社の歴史について知ることができたりしま

した。 

3 年生 4 年生 

  

 

 

 

 

 

 国語の「わたしたちの学校じまん」では、図書

室・校庭・屋上など山田小学校の自慢したい場所

を紹介するグループを作りお家の方へ発表しまし

た。授業を進めていくにつれて「こうした方が分

かりやすいのかな？」や「早く練習しようよ！」

という声が聞こえてきました。子どもたちが主体

的に活動する姿に成長を感じました。 

 発表当日は、ドキドキ・ワクワクな気持ちで臨

んでいる様子でしたが、これまでに練習したこと

が発揮できステキな発表会になりました。 

 音楽では、リコーダーで「もののけ姫」の曲を

練習しています。サミングといって、左手の親指

ですきまを空け、高い音を出します。強い息で吹

き、こつをつかまないと中々その音が出ません。5

年生に聴いてもらいたいと一生懸命練習に取り組

んでいるところです。鑑賞では、「ノルウェー舞曲」

を聴きました。どんな踊りを踊っているのか想像

しながら聴くのは楽しく、つい体が動きそうにな

りました。 

  

 



１・２月のふり返り 

5 年生 6 年生 

  
 

２月１６日に心の教育ふれあいコンサート・三

菱みなとみらい技術館の校外学習を実施しまし

た。 

初めて生のオーケストラの音を聴く子どもたち

も多かったようで、「音が上から降ってくるように

聴こえた。」「アンコールでは、自分たちも手拍子

で参加できて楽しかった。」「指揮者の動きがすご

かった。踊っているかのようだった。」などの感想

が上がりました。貴重な経験となりました。 

２月１日に東山田中学校に出掛け、部活動の体

験をしました。先輩たちに優しく教えてもらいな

がら、活動を楽しみました。２４日には、山田小

に生徒会の中学生数名が来校し「小中交流会」と

して中学校生活についての紹介があり、中学校生

活について見通しをもつことができました。卒業

に向けての取組が増え、小学校生活のまとめとい

う気持ちをもって、一日一日を過ごしています。 

 

個別支援級 大根ショップ 

★北山田駅前店オープン★ 2023.2.9 

「予告なし避難訓練」  

2023.2.2 

  

子どもたちが、9 月に種を植えて、毎日水やりを

して、大きく育てた大根を北山田駅で販売しまし

た。 

「いらっしゃいませ！ おいしい大根はいかが

ですか？」という子どもたちの声が駅前で響き渡

りました。たくさんの人に買っていただき、たく

さんあった大根はみるみる少なくなっていきまし

た。子どもたちが、地域の方々とコミュニケーシ

ョンし、必死でお金を計算して、お釣りを渡して

いる姿に成長を感じました。売り上げたお金は、

来年の種と苗を買う資金にする予定です。 

 

 地震避難訓練のまとめとして、事前の予告なし

で行いました。訓練の放送が流れたら戸棚等から

離れ、机の下にもぐり、机の脚をつかみ、ヘルメ

ットをかぶり、『おかしも』の約束を守り、素早く

列に整列して避難しました。事前の訓練の話がな

くても、落ち着いて避難することができました。 

有事の際にも、この訓練が活かされ、落ち着い

て、臨機応変に動けるようにして欲しいと思いま

す。 

 

 

 

 

 


