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平成３０年６月２８日
横浜市立日野小学校
学校だより ７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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外遊びで心も体も元気いっぱい
学校長 南谷 寿子
校庭には色とりどりの紫陽花が咲き、学習園には子どもたちが大
切にしている野菜や稲がすくすくと育っています。
今週は梅雨の晴れ間で、真夏のような太陽が輝いています。中休
みの校庭の様子を見ると、子どもたちは遊具やドッジボール、一輪
車などで楽しそうに遊んでいます。ところが、よく見ると外で遊んでいるのは、低・中学
年が多く、高学年になるといつも同じ顔ぶれです。係や委員会の仕事で忙しい時もありま
すが、ほぼ毎日、中休みを室内で過ごす子どもたちがいて気になります。成長期に外で遊
ぶことは、次のように
心と体によいことがたくさんあるのです。
・体力がつく。（走る力、跳ぶ力、投げる力）・かぜをひきにくくなる。・骨が強くなる。
・夜ぐっすり眠れる。 ・友達と仲良くなれる。友達が増える。 ・心がすっきりする。
そこで、今年度の学校すくすく委員会のテーマは「力いっぱい外遊び心も体も元気な子」
として取り組むことにしました。
放課後も室内での遊びが増えています。私が子どもの頃は、子どもは外で遊ぶのが当た
り前で、家の中で遊ぶのは雨が降っている時だけでした。学校から帰ると広場に集まって
みんなでよく遊びました。遊び道具はあまりありませんでしたが、石蹴りやゴムとび、ま
るふみなど大勢で遊びました。ポケットには石蹴りに丁度良い石や、輪ゴムをつなげたゴ
ム跳びにぴったりの長いゴムがいつも入っていました。初めは少なかった友達が次々増え
てきて、終わり頃にはいつも大勢で楽しく遊んでいたことを今でもよく覚えています。
先日の新聞に、世界保健機構（ＷＨＯ）がオンラインゲームやテレビゲームのやり過ぎ
で日常生活が困難になる依存症を「ゲーム障害」として疾患と認めたという記事が載って
いました。ゲームをしている人の２～３％がゲーム障害とみられ、ゲームをしたい衝動が
抑えられなくなり、日常生活よりゲームを優先し、健康を損なうなど問題が起きても続け
てしまう特徴があります。また、オンラインゲームではゲーム内に人間関係や社会があり、
学校や職場にはない自分の居場所を見つけて、はまり込んでいく人が多いようです。
我家でもかつて小学生だった息子たちに「ゲームの時間を守りなさい！」と注意してい
た日々を思い出します。幼いほど自制心が弱く、深刻化するこの依存症から抜け出すため
には、家族との対話を通じてゲーム時間を減らし、生活リズムを整えていくことが大切だ
そうです。また、何か問題を抱えて解決ができず、ゲームに逃げていることもあるので、
それを見極め、一緒に解決し現実生活を充実させるなど地道な取り組みが重要になります。
本校では、子どもたちが外でいっぱい遊べるように、中休みを３０分に設定しています。
クラスの話合いでも、みんなで遊ぶ日を決めたり、新しい遊びを考えたりいろいろ工夫し
ています。外で思いっきり遊んで心がすっきりする気分や、大勢で遊ぶことの楽しさをたく
さん味わって、心も体も元気いっぱいになって欲しいと思っています。

むし歯予防デーの６月４日からの一週間は、給食後の歯みがきタイムチェックや歯垢染め
出し検査をして、普段の歯みがきを振り返る歯みがき週間となりました。
６月７日は健康委員会による歯みがき集会を行い、歯によい
食べ物、むし歯になりやすい食べ物をクイズにして紹介しまし
た。最後に歯みがき博士が「どんな食べ物も、食べた後に歯み
がきをしないとむし歯になってしまうよ」と一言。これからも
一生使う大切な自分の歯を、毎日しっかりみがいてほしいと思
います。

「遊んだことのない友達と遊ぼう」「協力して係活動をし、最後までがんばろう」「意見を
出し合い話し合って決めよう」というめあてを決め、全員が係活動をして遠足をつくり上げ
ました。
当日は、工夫して考えた遊びで、友達とも自然ともなかよく
なりました。子どもたちがつくったしおり、歌、掛け声、グッ
ズで、めあてや時刻を意識して活動できました。出発・帰校の
式で気持ちを一つにできました。
3 年生の今後の活動につなげていきたいと思います。

１４日（木）に防犯寺子屋がありました。港南区防犯協会のみなさんから安心・安全な過
ごし方として「おおだこポリス」を教わりました。
「おうちのひとにいってきます・おともだ
ちとあそぼうね・だまされてついていかない・こわくなったらおおごえで」と楽しく歌って
踊りながら覚えました。そのほかにも、良いこ
とと悪いことを判断すること、道の歩き方や挨
拶の大切さを教わりました。しっかり覚えて、
毎日を安全に楽しく生活してほしいです。

学校すくすく委員会では、子どもたちがもっと健康に過ごすためにどうしたらよいかを話
し合いました。今年度のテーマは外遊びです。事前に行ったアンケートでは外遊びが好きな
人は全校の８４パーセントもいるのに、中休みに外遊びをしている人
は半分くらいしかいないことがわかりました。そこで、もっと外遊び
を増やすにはどうしたらよいかをクラスで話し合いました。「知らない
遊びを紹介する」「遊び係が呼びかける」「みんながやりたい遊びをき
く」などの意見が出ました。これからもっと外遊びをして、心も体も
元気な日野の子を目指していきます。

２１日（木）にプール開き集会を行いました。運動委員会を中心に、今年度の水泳学習の
目標や学習をする際の約束の確認を行いました。そして、校長先生から【安全の鍵】を受け
取り、運動委員会の委員長から全校に向けて安全な学習を進めるように呼びかけました。そ
れぞれのめあてに向けて安全に楽しく学習を進
めていきます。
今年度の港南区水泳記録会も日野小学校で行
います。自分の記録に挑戦しながら、他校の友
達と交流していきます。

２２日（金）に、ひまわりの郷で、
「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」港南区
小学校審査会が行われました。日野小学校の代表として 6 年生の 4 名が参加しました。
学校代表の中西美桜さんは、「小さなランドセルに込めた大きな思い」
というタイトルで、普段使っているランドセルが学校に通えない子ども
を救うことにつながると堂々とスピーチをすることができました。
国際スピーチコンテストに向けて、６年生全員が人権や平和について
考える良い機会となりました。

《生活目標》みんなで使うものを大切にしよう
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話しします。また、今年度より、
個人面談の中で、欠席状況もお知
らせいたします。面談日時のお知
らせを配付しましたので、ご確認
ください。よろしくお願いしま
す。
＜不審者対応避難訓練＞
１０日(火)に、不審者対応避難
訓練を予定しています。授業中
に不審な人が校舎内に入った場
合を想定して対応避難訓練を行
います。
＜夏祭りに参加します＞
今年も地域の夏祭りに５・６
年生の有志が参加して、
「ソーラ
ン節」を披露します。皆様も一
緒に応援していただけると幸い
です。
７月２７日（金）18：00～
日野町内会
７月２８日（土）18：00～
日野第三町内会
８月１８日（土）18：00～
日野住宅地自治会
＜給食終了日＞
献立表にメニューが載ってい
ますが、本校は７月１９日
（木）の給食はありません。
１８日（水）で給食は終了しま
す。ご承知おきください。

水泳教室（１～３年・４～６年）
日野町内会夏祭り
日野第三町内会夏祭り

5・6 年ソーラン節参加
５・６年ソーラン節参加

港南区水泳記録会（会場：日野小学校）
港南区水泳記録会

予備日

《生活目標》時間を守ろう

８月

《保健目標》生活リズムを整えよう

1８日（土） 日野住宅地自治会夏祭り 5・6 年ソーラン節参加
24 日（金） 市水泳大会（横浜国際プール）
朝会
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水
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読書

休み明け朝会

大掃除

計測４・５・６年

カウンセラー来校ＰＭ
短縮日課

12：15 下校

短縮日課

12：15 下校

港南区よこはま子ども会議（6 年代表児童参加）
計測１・２・３年・５組

短縮日課

12：15 下校

木 スキル

総合防災訓練

短縮日課

12：15 下校

金

校庭スタンドペンキ塗り

短縮日課

12：15 下校

読書

＜校庭スタンドペンキ塗り＞
創立 150 年の記念に向けて、
校庭にあるスタンドのペンキを
塗りなおすこととなりました。
おやじの会の方々の協力を得
て、児童も少しずつペンキ塗り
をする予定でいます。
＜閉庁日＞
8 月 3 日（金）～16 日（木）
閉庁日には、基本的に学校に職
員はいません。緊急の場合は、次
の連絡先にお願いします。

《緊急の連絡先》
南部学校教育事務所
指導主事室
８４３－６４０８

