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学校だより6月号　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年5月3両霞‾露 

日露　憩か審磋西鶴 
横浜市立中和問詰小学校 電話802－097＿旦＿ 

あ勘がとうございます！

校長　　伊藤　淳二

新緑も弦しい爽やかな天候のもと、第51回運動会を終えることができました。当日は、多く
の地域・保護者の皆様にご参観いただき、誠にありがとうございました。今年のスローガンにも

ある子どもたちの「流した汗」がそれぞれの学年やブロックの演鼓や競技にもしっかり表れ、頑張

る姿が見られたのではないでしょうかo先月号にも書かせていただきましたが、それら子どもた

ちの溌刺とした演鼓や競技に「郎こ見える形」での保護者や地域の皆様方の心温まる捕手、声援を

数多くいただくことができました。

さて、そんな心温まる捕手、声援というと、ある出来事が思い出されます。

それは先日の5月10語のことですo天気予報では雨は降らないということでしたので多く

の児童が傘を持ってきていませんでしたoこの日、2年生は生活科の学習で唖域探検」に出か

けていましたoもちろん傘などの雨具は一切持っていっていません。11時過ぎになると空模様

が怪しくなり、やがて雨も降り出しました。子どもたちは富士塚方面から5年生が田ん醇等でお

世話になっている小菅正彦さんのお宅をちょうど訪れていたころでした。雨はますますひどくな
ってきましたo担任の先生からの連絡を受けて学校では傘を何とか20本以上用意し、子どもた

ちの元へ届けようと考えていた時ですo子どもたちが訪れていた小菅さんからお電話があり、「雨

がひどくなってきているので、富士塚幼稚園の園長先生に頼んで、園バスを出して貰うよう手酷

したから」という連絡でしたorつくし会」の会長である富士塚幼稚園の鈴野茂男園長先生と同会の

幹事長である小菅正彦さんが互いに連絡を取り合い、子どもたちの安全と雨で体が濡れないよう

にとご配慮くださったのでした。何と園長先生が自ら運転をされ、2年生の子どもたちは元より

付き添いの教範4人も融こ濡れることもなく、無事に学校に到着しました。蟄著した頃には融ま

激しさを増し、雷も鳴り出していました。加えて園バスの中は子どもたちの鞄の跡で匝だらけ
でした。私が園長先生にお礼とお詫びの言葉を申し上げると、「溜ま拭けばいいから」と何事もな

かったかのように園長先生がおっしゃってくださいました。子どもたちが婦接して13時過ぎに

は激しかった雨もすっかり上がり、初夏の太陽が顔を覗かせていました。

これまで秘ま学校だより等を通して、本校がいかに地域の方々に愛され、支えられているかを

何度も伝えさせていただいてはきましたoしかし、今回は特に有難く、嬉しかった出来事でした。

鈴野様や小菅様はもちろんのこと、本校には「子どもたちのためなら」と言ってくださる地域の

方々がたくさんいらっしゃいますo今回の出来事を受けて、益々この地域の温かさ、そして目に

見える形での支援の在り方を感じさせられました。

本当に『ありがとうございます凋そして『今後ともよろしくお願いいたします！』
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雷な－なま 団体競技、団体演技を始め、ペ �ア学年によるふれあい競技、全校競 �塗三∴重鎮8 技に手どもたちの頑張る次が数多 

く見られましたo朝早くからたくさんの方にご観覧いただき子どもたちの演技や競技に拍手をいただき、 　　　　　　　　　」三番 ありがとうございました。また、4月当初から運動会に向けて準備・計画をしてくださうたPTA実行 委員の皆様、役員の皆様、本当にありがとうございました。・ 

ぼくは、玉入れが楽しみでした。
みんなで力を合わせて、70個入
れようと目標を決めたので、わく
わくしていました。「がんばる
そ。」という気持ちを玉に込めて
投げるとどんどん玉が入って、は
じめて赤組が勝ちました。うれし
かったです。

【1年1細大桃温人さん】
ぼくは、1・2年生で踊った「わ
くわくいっぱいやってみよう」が
心に残っています。踊りの中のく
るっと－回転する踊りが難しか
ったけど、頑張りました。

【1年2組天馬涼晴さん】

ソーラン節では、見ているみん
なに「おどりたい」と思ってもら
えるように、ダイナミックに、こ
しをおとして、声を出しておどり
ました。みんなで協力したから、
じぶんのめあてがだっせいでき
ました。3・4年生で動きをそろ
えられて、うれしかったです。

【3年1組篠原彩姫さん】
リレーで相手を抜くことができ

たのが、うれしかっだです。恵木
先生に「早く走る方法」について
の本を貸してもらって、よく読ん
でいると、コツがわかりました。
研究してがんばることの大切さ
を感じました。

【3年2組高橋奈希さん】

ぼくは、ダンスの「わくわく
いっぱいやってみよう」が楽
しかったです。隊形移動のと
ころが難しかったけど、本番
で最初から最後まで成功でき
ました。

【2年1組佐藤新さん】
ぼくは、練習よりがんばれま
した。練習よりドキドキしま
した。徒競走を張り切りまし
た。ドキドキしながら頑張っ
たら1位になりました。うれ
しかっだです。
【2年2組染野燵空さん】

4年と3年で教えあい、自分

たちでつくってきたソーラン

節。練習の成果を発揮し、か
っこよく真剣に踊れました。

【4年1組大桃流人さん】
ぼくが一番心に残ったのは、

本番で初めて勝った綱引きで
す。3年生との作戦会議がな
かったら、ずっと勝てなかっ

たと思います。国語「動いて、

考えて、また動く」の勉強を

やってよかっだと思います。

【4年2組萩原琢さん】
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一　　　．∠ゝ �������� ，・0日つ」り、実際に乗り亘ったり して、より強い騎馬が作れるように工夫しました。みん なで力を合わせたら、今まで以上にきずなが深まること を知り、成長することができました。 【5年1組武藤帆南さん】 飛翔は、学校の中休みや家の鏡の前などでたくさん練習 したので、本番が終わった後やり切ったぞと思いました。 運動会は負けて悔しかったけれど、自分のの力をたくさ ん出してとても楽しい運動会になりました。 【5年2縄西村奏多朗さん】 ������ �応援団長として、下級生や地域の方々にも応援してもら えるように応援合戦を頑張＼りました。自分たちが頑張っ た成果が出て良かっだです。－【6年1組斎用標柱さん】 負けた。だけど悔いはありません。みんなも自分自身も がんばれだと思います○私は、白組団長でみんなを引っ 張ることができ、正々堂々と戦うことができました。そ れにいろいろな人が褒めてくれました。練習をやってき て良かっだと思いました○【6年2組小野纏さん】 

ぼくは運動会の100…走で1位をとりました。お父さんとお母さんがrl位になれてよかったね。」と言ってくれ ましたo「飛翔」は、練習の時は足が痛くて熱くてなみだが出ました。でも、本番では、うそのように痛くも熱くも なかったです0達成感がありました・　　　【6年4組高尾彩話人さん】 
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スクールゾーンの安全点検を行いました 
18日（金）の午前中、子どもたちが登下校しているスクールゾ

ーンの安全点検を行いました。心地よい風の中、四ッ谷町内会長小

森谷克己様、富士塚の小川様、泉区役所地域振興課の方、泉警察の

方、泉区土木事務所の方2名、本校校外委員の方々、副校長で今年

度は四ッ谷・赤坂方面を中心に通学路を実際に歩きました。より安

全な通学路にしていくために実地点検を行いました。この結果を踏

まえて6月22日（金）にスクールゾーン対策協議会が行われます。

子どもたちの登下校の際には、交通ルールを守って通学路を歩くよ

う各ご家庭でもお声かけください。
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「まち」とともは歩む学校づ お便りでおしらせしましたように次のように 各委員の皆様には何卒ご出席くださいますよ ○日時・場所：6月11日（月）13時40 0当日は13時40分から各教室の授業を参観 ※1・3時30分までに校長室にお越しくださ �くり題詩全委員の皆様へr‘、‾‾‾“i‾ うお願いします。 分～15時30分校長室 していただく予定です。曇／′「∵華 い。、1、＿＿ 

◆騰貴徳介◆ 5月中に着任した先生方を紹介いたします。 � �スクールカウンセラー来校日 【6月の面談予定日時】 5日（火）9：00～12：OiO 

個別支援級：古谷野奉子先生 ��12日（火）14：00～1‾7：00 

理科支援費：北村典子i先生 ��19日（火）　9：00～12：00 

IUI：スズキ工レニータ先生 　フィリピン出身の先生で ��26日（火）14：00～17：00 相談のある保護者の方は「面談申込用紙」に必要 事項をご記入の上、各担任にご提出していただく か、または電話（802－0979）で申し込んで 下さい。 ※上記の期日で都合のつかない場合は泉が丘中学 校でも相談可能です。泉が丘中学校で相談のご希 

【児童支援専任より】 新年度が始まり2か月。新しいクラスや環境に 少しずつ慣れてきたころではないかと思います が、お子さんの様子はいかがでしょうか。6月は 季節の変わり目でもあり、体調面やメンタル面で も変化が起きやすい時期でもあります。 「何かいつもと様子が違うな」 と感じた時には早めに捏任や小西まで連絡をい ただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。 

望の方は〈相談室直通電話802－8905〉 にご連絡ください。留守番電話になっていますの で、「学校名・学年・名前・連絡先」を入れてく ださい。なお泉が丘中学校の面談日は毎週水曜日 となります。 



◇生活目標（6月）
校舎内での過ごし方を工夫しよ

6月の行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　授業時間と下校時刻 

日 �曜 �主　な　行　事 �������1年国3年国5年 �������6年 

1 2 �金 ∴∴∴ �創立記念式・運動会係活動（反省“6校時）、読み聞かせ（低学年3校時、高学年4校時） �������14‥05下校中0下訂 

冒 ∴ ∴∵ �∴∴港記念日∴∴∴ �∴∴∴：∴∴ � �駿爛 � ��∴∴∴「 ∴ �「∴ �：：∴ � � �� �聯繍 �∴ 
∴　∴∴∴　　∴　∴　∴ ���　∴綴気∴∴子：㌶∴／∴，∴ ∴∴∴∴∴∴　∴∴∴∴∴∴∴ ���黙、事実÷ラ ��� 

3 � �∴多言；：／「享子∴完了 �　　　　　　　　∴∴才；i／∴∴ ∴∴∴∴：士∴　∴∴∴∴∴－∴∴／若∴∴ �鱒駿 �∴，－∴ 「∴ �／∴　∴： －∴∴ ��∴∴∴ ��．「∴／ 嬉掌薫蒸謙 �∴ �「 ∴∴ �溝一　丁 � �∴「 　∵∴∴ 

4 �月 �朝会（生活目標、地域の方々の紹介）、地区別集、 　　　l＝●．く」、 ��団下校訓練　　　　　　† �����14： �10頃から地区 �����別に下校 

5 �火 �鶉離籍票藩動・4年消醐張槻学・カウンセラ‾来校（9・00－12’00）l �������－4：05下校　中00下校 

6 �水 �集会、5年代かき、2年サッカー食育キャラバン ������新 体 �5 �5 ��5 ��5巨 ��5 

7 �木 � 読み聞かせ（3・4°5組）・授業参観〃懇談会（2・4°5年）、1年平塚総合公園遠足 �������5 �5 ��6 ��5　5 ��6 

8 9 �金 �スキルタイム、不審者侵入時対応訓練、クラブ① ∴「∴∵∴∴∴i／∴言霊∴／∴子∴∴∴∴∵∴一子i∴　∴一一∴∴一∴一 �������4 ：／∵ ∴、「∴ �14：0 �5 �下祐 ��15 閏 態綴 ∴‾「∴ 綴綴 �：15下校 

∴∴∴∴ 〇〇Lヽ（．くゝ �∴∴∴∴∴ ：／； �∴ �∴∴∴ 繊饗ん �∴∴∴ ∵∴一 �　　桑密 ∴∴∴：∴ ∴∴∴　　∴ ���；i‥∴ ∴∴ ∴∴∴： ��∴∴「 魂嶽 ∴∴ ∴ �∴∴ ∵∴ ∴ 藻 ��∴∴∴「∴ ∴∴ 鰭畿蒙掲機懲′ 10 11 �：日∴ 月 ��「∴：…∴∴「∴： 良き‘’■慶賀 �����“T ス ト 週 間 �∴∴ �� ����∴∴∴ 十∴ �∴∵∴ 潮 ∴∴ 5 

目梨靭本・授業寄観“懇談玄（1°3・6年、3・4°5組）川まち蛇ともに歩む学校づくり懇話会1 6年日光尾瀬宿泊体験学習保護者説明会（14・45～） �������5 �5 � �5 ��6 �6 

12 �火 �読み聞かせ（6年）・議題説明会、6年プール清掃、カウンセラー来校（14：00－17・00） �������5 �5 ��6 ��6 �6 �6 

13 �水 �集会、5年田植え、4・6年宿泊前健診“6年プール清掃予備日 �������5 �51 5！ ��5 6 ��巨 16 �5 6 �5 6 

14 �木 �読み聞かせ（5年）、2年新江ノ島水族館遠足、5年水泳用具搬入 �������5 

15 16 17 �金 ；言 �朝会（プ‾ル開き）・国際理解迎える会悪妻鍍整鷲会聖堂学年4校持す 霊：：∴一∴∴二名∴∴∴∴∴∴ら∴六i∴∴一一一一一∴ �������13：00下校 
i／　　　∴∴： � � � ��∴∴∴∴ ∵∴ �∴　： �∴ 結諦 ∴∴∴ �∴ � ���∴「 �：∴∴ ∵∴ �∴ ∴∵∴ 

予言：グi∴∴．∴∴∴∴グ �；∴∴∴子∴∴言霊∴∴　∴∵∴∴ �灘綴 �※綴 �∵∴ �∴∴∴∵∴∴：∴∴．∴ �鰯 ��蹴騰 � �蘭 �灘等 �∴∴∴ �∴∴：∴ ∴∴ �∴：一i 

18 �月 �代表委員会 ����一∴i／　∴∴〟一∵∴一　言一　∴　∴　　∴．∴∴ ���闘 5 �∴∴ 5 �5 ���繍淋 6 �「／ 6 �∴「一 6 

19 �火 �読み聞かせ（4年）・4年5校時下校・カウンセラー来校（9：00－12：00）、1年遠足予備日 �������5 �5 �6 ���5 �6 �6 

20 �水i 木 �集会・4年上郷宿泊体験学習 �������5 �5 �5 ���6 �5 �5 

21 ��読み聞かせ（3年）J給食試食会 �������5 �5 �6 ���6 �6 �6 

22 �金 ∴∴∵ �スキルタイム、4年10：30登校、クラブ② i∵∴∵∴：∴∴＼二言／i一　∴1㌦∵∴∴∴∴一一章一 �������41 �4：05下杉 ����15：15下校 

23皇 �∴：　∵∴ �∴∵：∴∵∴∴∴∴∴一　∴一∴∴∴∴∵ �∴∴∵　∴十　∴；一瓢「∴　∴一〝 � ���㌧／∴∴∴／∴∴　∴　∴　∴∵一一 �∴∴ ∴∵ ∴∴ ∴ �∴∴∴ 灘翻 � � � ��∴ �∴「∴ ∴∵－ �∴ ∴∴ 
∴∴　∴∴　∴∴一∴∴∴：∴∴∴∴∵∴∴∴∴ ������� �� 

24、 ��千　　　　言一∴∴　∴∴∴一∴ �� �〉　2 � ��� � � ��� � 
銃菱；縮　矩 � �∴；∴∴　／∵考ら∴　∵／∴∴一　十㌢∵∴ �一　∵：∴ �緩議議綴綴欄 ��∴／十一一∴気i∴∵∴　∴ �∴「 �編灘績 �∴： �∴ �∴　∴∴ ��∴： 6 �∴　∴∴ 

25 �月 火 �児童朝会（生活目標） �������5 �∴∵ 5 �∴／／∴ 5 ����∴∴ 6 �∴：∴ 6 

26 ��読み聞かせ（2年）、カウンセラー来校（14：00－17：00） �������5 �5 �6 ���6 �6 �6 

27 �水 �集会、国際平和スピーチコンテスト泉区大会 �������5 �5 �5 ���5 �5 �5 

28 �木 �読み聞かせ（1年）、6年日光尾瀬宿泊体験学習 �������5 �5 �5 ���5 �6 �6 

29 �金 ∴∴綴 �三三三三三三二∴ ������華 子∴ �4 �5 �6 ���6 �6 �6 

30　衷 �十． ∴∴∴ 薄雲議糊隠 �∴∴∴∴ �∴∴十：∴∴∴∴ �∴∴∴ ∴∵一㌦ �「∴∴∴∴∴∴ ���� �言 � � ��∴ �∴∵： �：∴6 〉 「 �凝議 � �∵∴∴ 
∴一才÷／∴∴∴一言∴∴一一∵／∴∴一一／∴i「∴∴∵∴∴∵∴／∴一子幸：∴∴一／ 《7月の行事予定》 ���������∴／∴：∴∵∴∴ 《下校 ��鱒 �∴∴∴ 時亥I ��∴∴∴i∴∴ 」の予定 ��》 

2日（月）6年代休 
4校時・“13：40 

4日（水）4年浄水場見学 
5校時‥14：35 

5日（木）交通安全教室 
6校時・“15：15 

9日（月）・10日（火）・11日（水）“12日（木）・13日（金）個人面談14：15～ 

19日（木）給食終了

20日（金）大掃除、5年西湖宿泊体験学習保護者説明会14‥00～

23日（月）より夏季休業、授業開始8月27日（月）

☆がんばれ、教育実習生！！☆ 

5月29日より6月18日まで、教育実習生とし 
て、三堀演太さんが本校で実習をしま 
す。配属は4年2組です。 


