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平成３１年２月２８日
横浜市立日野小学校
学校だより ３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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大切に守りたい子どもたちの命
学校長

南谷

寿子

暖かい日射しに梅の蕾がほころび、桜の冬芽もふくらんできました。
春はそこまできています。
先日の日野の子音楽会には、多数の保護者・地域の皆様にご来校いた
だきありがとうございました。それぞれの学年が工夫を凝らし、音楽の時間や休み時間に一生
懸命練習して本番を迎えました。音楽を通して培うチームワークは、スポーツとはまた違った
よさがあります。友達とリズムを合わせたり、響き合ったりすることが大切で、自分勝手にやっ
ては決してよい演奏にはなりません。それが難しくて何度も練習し、ぴったり合った時の達成
感は、何物にも代えがたい自信につながります。子どもたちはこの音楽会を通して、ひたむき
に練習することの大切さと努力することで深まる絆を実感したと思います。
さて、１月から連日のように報道されている、千葉県野田市での児童虐待事件は真相が分か
れば分かるほど心が痛くなります。どうしてこの子の命を守ってあげられなかったのか、悔し
い気持ちでいっぱいになります。また、父親の執拗な恫喝や脅しにひるんでしまった関係機関
には、非常に残念な思いです。さらに、自分や自校に置き換え、子どもの命を守るためには、
その子を取り巻く大人が手を差し伸べ、チームとなって見守っていくことと、時には毅然とし
た態度をとっていくことの重要性を再認識しました。
私事ですが、私には二人の息子がいます。働きながらの子育てで、母をはじめ多くの人たち
の力を借りて育てました。３３年前長男を出産した時、「自分より大切な命ってあるんだな。」
と実感したことを今でもよく覚えています。育てる過程では、厳しく叱ったことも、悩んだこ
ともありました。生意気な反抗期の波もしっかり受け、離れていくわが子を寂しく感じたこと
もありました。そんな中でも「自分より大切な命」の思いは変わることなく、自立の道をまっ
すぐに歩んでいく息子を遠くから見守っていました。子どもの頃は頼りなかった長男ですが、
良きパートナーを得て、この春には父親になります。「自分より大切な命」をしっかり感じて、
大切に守り育てて欲しいと願っています。
今年度も最後の月となりました。保護者・地域の皆様には、いつも学校の教育活動にご理解、
ご協力いただき、誠にありがとうございます。日野の子たちは、皆様の温かい愛に包まれて、
伸び伸びと自分のよさを発揮し、新しいことにもチャレンジしていこうとする意欲が育ってい
ます。私たち職員も皆様と手を携え、子どもたちの大切な命を守り、健やかな成長に向けて、
尽力していけることに心から感謝いたしております。今後ともよろしくお願いいたします。

２３日（土）に日野の子音楽会が行われました。音楽の授業で各クラスが練習してきた曲を、学年合
同で音を重ねてきました。体育館の学年練習の前には高学年で楽器を運び、ひな壇を組み立て本番に向
け準備を進めました。当日、皆さんに聴いてもらうことを思い浮かべ練習に取り組み、一つの音楽を創
り上げることができました。演奏を終えた子どもたちは、どの子も充実した表情でした。
たくさんの方々にご参観いただき、緊張を集中力に変え、どの学年も練習の成果を十二分に発揮する
ことができました。お忙しい中、ご来校ありがとうございました。
○…児童の感想
【１年生】

【２年生】

【３年生】

合唱「おおきなかぶ」

合唱「ウンパッパ」

合唱「フレンドシップ」

合奏「こいぬのマーチ」

合奏「アイアイ」

合奏「パフ」

○はじめはきんちょうしたけど、だん

○みんな、先生のしきを見てきれいな

○アルトもソプラノも、互いの声を聴いて、

だんリズムにのってうたえました。
○ほんばんでは、けんばんハーモニカ
がじょうずにできました。

声で歌うことができました。
○え顔できれいな音色を出しながら
えんそうすることができました。

心を一つに歌うことができました。
○中休みも誘い合って練習し、できなかっ
た楽器ができるようになりました。

【４年生】

【５年生】

【６年生】

合唱「マイバラード」

合唱「Tomorrow」

合唱「大切なもの」

合奏「ラ

合奏「ルパン三世のテーマ」

合奏「八木節」

○ソプラノとアルトが重なり合うよう
にしっかり意識して歌いました。
○打楽器のリズムを聴いたり、指揮を見
たりして演奏することができました。
心を合わせてリズムもぴったり合わ
せられました。

○声の強弱のメリハリを意識して歌
いました。
○お互いの音を聴き合い、それぞれの
場面でメインとなる楽器の音を響
かすことができるよう意識しまし
た。

クンパルシータ」

○初めての三部合唱でしたが、お互い
の声を聴きながら歌うことができ
ました。
○踊りだしたくなる演奏を目指して、
スタッカートと強弱表現を頑張り
ました。

１月３１日（木）に戸塚公会堂にて「横浜市小学校個別支援学級合同学習発表会」が行われました。今
年度は、劇「みんながみんな宝物」を発表しました。子どもたちは、いろいろな色のクレヨンになりきり、
クレヨンの様々な主張をジェスチャーも入れて演じました。劇中には、図工の
学習で制作した大きな絵が登場し会場を沸かせました。最後は全員の動きがピ
ッタリと合うかっこいいダンスを披露しました。練習の成果を一人ひとりが発
揮し、子どもたちの自信につながる学習発表会になりました。

６年生は４日（月）に、日野南中学校へ行き、部活動体験を行いました。来年度への期待を胸に一人ひ
とりが選んだ部活を見学・体験しました。実際に体を動かしたり、中学生に聞いたりすることで、練習の
内容や雰囲気をつかむことができました。先輩たちの迫
力ある動きや演奏を目の当たりにし、驚きの声があがる
とともに、新たに挑戦してみたいことが見つかった児童
もいました。さらに中学校生活への期待が高まる時間と
なりました。

13 日（火）１４日（水）の 2 日間、いつも登下校の見守りをしていただいている学援隊のみなさんを
お招きし、全クラスで交流給食を行いました。4 時間目には 6 年生が「感謝の会」を企画し、6 年間の感
謝の気持ちを伝えました。家庭科で作成した花ふきんをプレゼントし、お茶を飲みながら楽しいひととき
を過ごすことができました。卒業を目の前にした 6 年生に
とってこれまでの学校生活を、多くの方に支えていただい
てきたと、実感できる時間となりました。中学生になって
も、あいさつを続けることを約束しました。

６年生は、２１日（木）に校外学習に行きました。午前中は、最高
裁判所と国会議事堂を見学し、社会科で学んだ政治学習について学び
を深めました。実際の場所に行くことで、政治を少し身近に感じるこ
とができました。午後は、科学技術館で科学のおもしろさを体験しま
した。最新の科学に触れ、これまでの理科の学習と関連付けながら楽
しんで学ぶことができました。小学校生活最後の校外学習でしたが、
とてもマナーを守り、礼儀正しく終えることができました。

３月

《生活目標》ともに学び合い自分らしく輝こう

独自献立のお知らせ

《給食目標》楽しい会食をしよう

8 日（金）は予定されていた献立に
「いちごゼリー」が追加されます。ご
承知おきください。

《保健目標》健康生活を反省しよう
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モニカ先生ありがとうの会
学校カウンセラー来校 ＰＭ
委員会（最終）
ＰＴＡ実行委員会
授業参観（６年感謝と成長を伝える会）
・懇談会
年度末学校教育報告会

音楽
6 年朝：読書タイム
朝会
スキル
アップ
読書
タイム

震災の教訓を忘れずに
８年前の３月１１日に起こった東日

卒業式予行練習
学校カウンセラー全日
マイ先生ありがとうの会
6 年大掃除
給食終了

卒業式前日準備

短縮日課 12：1５下校

6 年生を送る会
第 146 回卒業証書授与式
学援隊定例会

短縮日課 12：15 下校
春分の日

1～5 年大掃除

短縮日課 12：15 下校

祝卒業・進級やきいも大会（おやじの会主催）

修了式

離退任式
短縮日課 12：15 下校

平成３１年度初めの予定
新６年生登校日
着任式・始業式
入学式
４月８日（月）～１２日（金）
集団登校
1 年生集団下校
４月 10 日（水） 地区班顔合わせ
４月 11 日（木） 給食開始
４月 12 日（金） 1 年生を迎える会
４月４日（木）
４月５日（金）

授業参観（５校時）
年度末学校教育報告会
（終了後）懇談会
７日(木)は、５校時（１３時４０分～
１４時２５分）に今年度最後の授業参
観があります。６年生は「感謝と成長
を伝える会」を行います。
その後、１４時４０分～テレビ放送
にて、年度末学校教育報告会を行いま
す。内容は次の通りです。
・今年度の取組について
・年間学校評価とその結果
・来年度の主な変更と行事計画
終了後、各学年や学級での懇談会と
なります。
今年度も、昨年度同様に年度末に次
年度の委員・係決めを行いますので、
ご協力をお願いいたします。

本大震災の教訓を生かせるよう、３月
にも予告なしの避難訓練を行います。
授業中に緊急地震速報が流れたという
設定です。
また、３月１１日とその日以降にど
のような事が起こったのか等、放射線
についての話も行います。

第１４６回卒業証書授与式
１９日（火）は、卒業証書授与式で
す。５年生が在校生の代表として出席
します。１～４年生は、６年生を送る
会で卒業をお祝いし、終了後、９時１
５分に完全下校となります。５年生は
卒業生を見送り、１２時１０分頃に下
校します。

離退任式
今年度も、修了式の後に離退任式を
行います。離退任する職員について
は、２０日（水）にお知らせのプリン
トとまちこみメール、ホームページで
お知らせいたします。
年度末に「あゆみ」を入れてお渡し
する重要書類用茶封筒は、4 月８日に
学級名をご記入の上、再度持たせてく
ださい。よろしくお願いします。

始業式の日は、8 時 15 分より新学年の学級名簿を配付い
たします。名簿配付場所は、各学年の学年だよりでご確認く
ださい。始業式は体育館で行います。

