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平成３０年４月２７日
横浜市立日野小学校
学校だより ５月号
学校教育目標：ともに学び合い 自分らしく輝く 日野の子

☆ 自分大好き！学校大好き！地域大好き！
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「できた！」が次へのエネルギーに
学校長

南谷

寿子

今年の季節は急ぎ足で、色とりどりのツツジの花がすでに満開を迎え
ています。また、学習園のかがや池にはたくさんのおたまじゃくしが泳ぎ、
だいぶ後ろ足がはえてきました。
４月は雨が少なく、初めて登校時に傘をさしていたのは１７日（火）で
した。１年生は、昇降口で傘を閉じて巻き、リボンで止めるのに四苦八苦
していました。無理もありません。幼稚園や保育園では、自分の傘で長い
距離を歩き、閉じて傘立てに入れる経験はそれほどなかったのではないでしょうか。優し
い６年生がヘルプで入り、丁寧に教えてくれるうちに、「できたよ。見て見て！」と１年
生の嬉しそうな声が聞こえてきました。「上手にできたね。」と褒めると、自信満々ににっ
こり笑って、傘立てに入れていました。学年が上がると、当たり前のようにできることも、
初めてのチャレンジは苦心します。それだけにできた時の喜びはとても大きいのだなと思
いました。
１年生にとって学校生活は初チャレンジの連続です。給食一つとっても、『重い食器や
おかずを２階の教室まで運ぶ。みんなの机に配膳する。初めてのおかずを食べる。牛乳パ
ックを開いて洗う。食器を片づける。歯磨きをする。食器や食缶を給食室に返す。』といっ
たなかなか大変な活動です。初めはうまくできずにいた子どもたちも、２回目の給食当番
の時には、とても上手になり友達に教える子さえ出てきました。
どの子にとっても初チャレンジは不安な思いがあります。そんな葛藤の中でも頑張り、
「できた！」という達成感が、「次もやってみよう！」というエネルギーになるのです。
そして、うまくいかない時も投げ出さず、もう一度チャレンジしてみようとする忍耐力や
勇気が培われるのだと思います。小さな達成感の積み重ねが意欲を継続させ、成長へとつ
ながっていくのがよくわかります。
５月からは運動会の練習が始まります。学年で並んだり、演技を覚えたり、競技を練習
したり、子どもたちにとっては、初チャレンジがたくさんあります。時には、我慢が必要
なこともうまくいかないこともあるかもしれません。でも、懸命に努力している中で、個
人やチームとして「できた！」という達成感が必ずあるはずです。私たちはそんな達成感
をしっかり認め、次へのエネルギーにつなげていきたいと思います。保護者の皆様の応援
が何よりのパワーとなります。よろしくお願いいたします。
２１日（土）に日野第三町内会 前会長の曲山様がご逝去されました。いつも子どもた
ちや学校のことを考え、温かく支えてくださいました。謹んで哀悼の意を表すとともに、
ご冥福をお祈り申し上げます。

４月５日に、進級した子どもたちが集まり、平成３０年度が始まりました。
今年度も着任式・始業式は体育館で行いました。新しいクラスの名簿が配られ、自分
が何組か、どんな友達と一緒なのかを知りました。
着任式・始業式では、校長先生から、着任された先生の紹介が行われ、新しい学級担
任の発表がありました。
この日の出会いの喜びを大切に、素晴らしい一年間にしていってほしいです。

４月５日（木）に、１年生５０名の入学式が行われました。ピカピカのランドセルを背負
い、新しい友達との出会いに緊張しながら入学式を迎えた１年生でしたが、「はい」と元気
いっぱいに返事をする姿はとても素敵でした。
そんな１年生に２年生のお兄さん、お姉さんたちが、
これから待っている楽しい日野小学校の様子を伝える
とともに、日野小学校の校歌を歌い、お祝いしました。
「こまったことがあったら、ぼくたちにまかせてね。」
と優しい言葉をかけていました。
そんな２年生の様子をじっと見つめる１年生は、小
学校に入学した喜びを実感したことと思います。

１３日（金）に、「１年生を迎える会」が行われました。１年生は、全校児童との対面を楽し
みにしていました。日野小学校クイズでは、給食や先生、学習園などのクイズに挑戦し、たくさ
んのことを知りました。また、ゲームでは、こ
の日のために特別にルールが考えられた「日野
小にいこうよ」を楽しみました。お兄さん、お
姉さんから名刺をもらい、嬉しそうでした。１
年生は、お礼に、元気な歌を披露しました。と
ても温かく、楽しい雰囲気の会になりました。

最高学年として、様々な場面でリーダーシップを発揮している６年生。特に、１年生に対し
ては、朝の支度の手伝いから、給食、掃除の手伝いまで、ていねいに教えてくれています。給
食のときは、１年生の班に一人ずつ６年生が入り、一緒に食べていま
す。１年生が一番苦戦しているのは、牛乳パックの開き方です。６年
生がやってしまうのは簡単ですが、そこは少しがまんして、１年生が
自分でできるようになってもらうために、開き方を教えています。
６年生にとっては、自分たちが小さかったときのことを思い出し、
成長を感じる活動になっています。

今年度、子どもたちに英語を教えてくれる外国語活動の先生、外国の生活や文化などについて教え
てくれる国際理解教室の先生が決まりました。日本と外国との違いや英語の楽しさを感じながら学習
します。また、今年度は日野南中学校より外国語担当教員との学習も行っていきます。

外国語活動「マイ クサマ先生」

国際理解教室「モニカ グイ先生」

昨年度に続き、マイ先生と英語を使っ

シンガポール出身のモニカ先生と一緒に日本と

て学習していきます。活動を通して楽し

シンガポールの生活や文化の違いについて学習を

く英語に親しんでいけるようにします。

します。世界に目を向けて楽しく活動していきま
す。

小中連携外国語講師「伊庭 香代先生」
日野南中学校の先生が週１日程度来校し、５・６年生の外国語の授業を担任と行います。

５月

憲法記念日

５月２６日（土）は、日野の子運動
会です。今年も日野の子たちが元気に
輝く姿を応援していただけるよう計
画しています。昨年度同様に、たてわ
り班での競技を設定しています。たて
わり班での活動を通して、さらに仲良
くなってほしいと願っています。

みどりの日

＜児童の水筒持参について＞

子どもの日

運動会の練習が始まります。子ど
もたちの水分補給のため、水筒を持
参してもよいこととします。期間は
ゴールデンウィーク明けの５月７日
（月）から前期終了日１０月５日
（金）までとします。
学校では次のように指導します。

《給食目標》みんなで約束を守って楽しい給食にしよう
《保健目標》元気に運動しよう
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＜日野の子運動会＞

《生活目標》力を合わせよう

朝会

念集会

運動会係打ち合わせ（5・6 年）
委員会
ＰＴＡ実行委員会
眼科検診（全学年）
創立記念集会
内科検診（１・２年、５組）
学校カウンセラー来校全日
研修会のため 5 時間授業
たてわり活動（よろしくの会）
ＰＴＡ総会 15：00～（５時間授業）

体育
朝会
応援
練習

練習

朝会
練習
練習
練習

スキル

クラブ②
代表委員会（中休み）
4 年資源循環局金沢工場見学
学校カウンセラー来校（午前）
運動会係打ち合わせ（5・6 年）
尿検査配付

＜創立記念集会＞

運動会全体練習（朝～1 校時）
運動会全体練習（朝～1 校時）
図書ボランティア読み聞かせ研修
運動会全体練習（朝～1 校時）
学援隊定例会
運動会全体練習（予備日）
運動会前日準備（5・6 年、４年応援団）
1～4 年 13：25 下校・5～6 年 14：30 下校
日野の子運動会
（運動会予備日１
※雨の場合は、月曜授業 弁当持参）
運動会 振替休日
給食あり）

読書
スキル

各ご家庭でも確認のほど、よろし
くお願いいたします。

尿検査（一次）
学校カウンセラー来校（午前）

（運動会予備日２

学校カウンセラー来校（午後）

・水筒には必ず記名する。
・中身は原則としてお茶か水。熱中
症予防として、必要があればスポ
ーツドリンクも可。
・交換や回し飲みはしない。
・衛生上、水筒は必ず毎日持ち帰
る。よく洗い清潔な状態で使用す
る。
・飲む時間等の約束は、担任の指示
に従う。

５月１０日（木）は、本校１４６
年目の創立記念日です。
１０日（木）の８時４５分から
は、創立記念集会を行います。今年
度は、日野小学校の卒業生の春日野
幼稚園園長田野井先生をお招きして
日野小学校の歴史について教えても
らう予定です。また、入学したばか
りの１年生も日野小学校の校歌を３
番まで覚えようと、音楽の時間に練
習しています。当日は全校で元気よ
く校歌を歌い、心をこめてお祝いを
したいと考えています。
前期学校納入金の引落日は、
５月１５日(火）、３０日(水)です。
引落しができませんと学校へ現金で
の納入となりますので、口座へのご
入金、よろしくお願いします。

横浜市では、教育委員会事務局においてセクシャ
ルハラスメントの相談窓口を設置しております。本
校の担当窓口は、養護教諭の菊川ですが、教育総合
相談センターの一般教育相談もセクハラ相談窓口と
して利用できます。
（電話番号 ６７１－３７２６～８）

