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一人一人の精一杯 

             校長 田中 純一 

校庭のイチョウや桜の木の葉が色づき秋の深まりを感じます。先月は音楽会にご来校いただき、各学

年の歌と合奏をご鑑賞いただきましてありがとうございました。また、たくさんの感想や励ましの言葉

も寄せていただきありがとうございます。音楽会では３学年が交代で他学年の発表を鑑賞する時間をも

ちました。５年生は６年生の合唱と合奏を真剣な眼差しで鑑賞し、次年度の最高学年としての自覚と覚

悟がその表情から見取ることができ、対面で見合うことの大切さを改めて感じました。また、行事を終

えるごとに子供たち個々の育ちと学年の集団としての確かな成長を感じました。 

行事も含めて学習活動に取り組む子供たちや見守り指導する教職員の姿から、活動に取り組む子供の

気持ちや行動を受け止め努力していることを理解し、認め励ましていくことの大切さを感じました。行

事に取り組む時には、取組み目標を立てます。音楽会でも、学年の目標と個人の目標を立てて練習に励

みました。子供たちのよさやの持ち味を最大引き出し伸ばすために目標値を設定し、子供自身も改善点

を考えながら取り組みました。取り組み方は得手不得手があるように個人差があります。大勢の人から

見られたり大きな集団の中で表現したり活動したりすることが苦手な子供もいます。子供たちには自分

の精一杯の力を出して発表すること、精一杯の表し方は一人一人違うので互いに理解し合い皆で協力し

て取り組むことを話しました。教職員で音楽会の振り返りをした際、「不安はあったが子供に期待するこ

とをやめてはいけないと思った」という教員の言葉がありました。その教員は子供の実態を踏まえ信頼

関係の中で、ここまではできる、力を発揮させたいという願いをもって関わり指導に当たりました。当

日は期待に応え精一杯の力を出して発表できました。信頼関係のもと、子供の力を信じているからこ

そ、期待して取り組むことができたと思います。保護者鑑賞日に歌を歌うときに初めてひな壇の上に立

つことができた子供がいました。幕越しから顔を出して参加できた子供もいました。子供なりに表現し

ている一人一人の精一杯の姿を受け止め共感し、「できたね、がんばったね」と声を掛け合うことを子供

同士や子供を見守る教職員も大切にしていきたいと思います。 

２学期も残すところあとひと月となりました。ダンスフェスティバルや音楽会の取組みを通して友達

と協力して一つのことをやり遂げた自信を学校生活に広げながら２学期のまとめをしていきます。今学

期も感染症対策を含め、様々な場面で教育活動をご支援ご協力いただきましたことに感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小日向だより 
学 校 だ よ り 12 月号 

ホームページ http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kobidai-ps/ 

12月の生活目標 『学校をきれいにしよう』         生活指導主任 上田 博 

日本の学校で清掃活動を大切にしているのは、大きな教育的意義があると考えられているからです。
身の回りをきれいにする習慣を身に付けながら、一生懸命に働くことの気持ちよさを感じることで、
よりよく生きていくための態度や心情が育まれます。また、役割分担をしたり、協力して作業をした
りすることで協働性が高まります。さらに、自分たちの生活する場所や必要な道具を大切にするとい
った態度も培われます。このような毎日の積み重ねが、暮らしやすい日常生活を築いていく基盤とな
っていくのだと思います。 
本校では、12 月の生活目標を「学校をきれいにしよう」とし、子供たちが教室や身の回りを丁寧に

掃除したり整理整頓したりすることで、すっきりとした気持ちで、冬休みに入れるようにしたいと考
えています。ご家庭でも新年を迎える準備として、普段以上に丁寧に掃除をされるのではないでしょ
うか。一年の締めくくりとして、家族の方と一緒に掃除をしながら、自分たちの身の回りも自分の心
もピカピカに磨いて、新年を迎えられることを願っています。 

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kobidai-ps/


音楽会を終えて                    学芸的行事委員長 杉山 抄祐里 

                                  音楽専科  中川 眞結 

３年に一度の音楽会を 11月 18・19日に開催しました。音楽会に至るまでの約２年半、コロナ禍によ

り様々な制限がある中、学習に取り組んできました。本年度、音楽会が実施されることになり、子供た

ちは一生懸命練習に取り組んできました。 

斉唱・合唱では、元気のよい歌声、温かい歌声、響きのある歌声を体育館いっぱいに響かせ、各学年

の良さを存分に発揮しました。合奏では、曲想に合った音色、強弱や響き、リズムに合った振りなども

表現の工夫として考え、演奏に取り入れました。保護者鑑賞日では、どの学年の演奏も心に届く素晴ら

しい演奏になりました。保護者の方々の温かな眼差しや見守りの中で子供たちが十分に力を発揮できた

と感じています。 

音楽会に向けて、子供たちを支え、励まして下さり、ありがとうございました。また、コロナ禍での

開催にあたり、会場や参観方法へのご理解とご協力に感謝いたします。 

 

遠足                                 ２年担任 鎌田美穂 

11月７日（月）に１・２年生で一緒に光が丘公園に遠足へ行きました。光が丘公園では、椎の木班に

分かれて、芝生広場にいる先生を探す「ミッションゲーム」を行いました。班の友達と協力して楽しむ

姿が見られ、１・２年生の仲が深まりました。２年生は、下学年をリードする経験ができ、成長するよ

い機会となりました。お昼ご飯を食べた後、２年生は学年レク「じゃんけんリレー」をして体を動かし

ました。１年生はどんぐりや松ぼっくりを拾いました。生活科の学習につなげていきます。 

 

たてわり班活動について                 椎の木班担当 増子 千晃 

 本校では、１年生から６年生が一緒に一つの班を構成し、学年、学級の垣根をこえて交流を深める「椎

の木班活動」を実施しています。椎の木班は全部で１８班あり、６年生の椎の木班長を中心に楽しく活

動しています。６年生は、活動の２週間前から「椎の木班長会議」を開き、班のみんなが楽しく遊べる

遊びを企画し、ルールなどを工夫しながら準備を進めています。現在、椎の木班遊びを２回、椎の木班

ロング遊びを２回実施しました。６年生は、進行にも慣れ、最高学年として下級生をリードしています。

５年生も、１年生の送り迎えを担当し、責任をもって活動する姿から高学年としての自覚が伺えます。 

椎の木班活動を通して、異学年の仲が深まり、たくさんの笑顔が溢れています。 

 

小日向写真館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しいの木学級 
【活動紹介】 

〇ミッションすごろく 

 ミッションすごろくでは、止まったマスに書いてある

ミッションにみんなで挑戦します。ミッションは、友達

とタオルの端を持ってボールをパスしたり、目隠しをし

て友達の言葉を頼りにボールを探したりと、声をかけ合

って協力しないとクリアできません。 

最初は思ったように行動してくれ 

ない友達に言葉が強くなってしま 

うこともありましたが、だんだん 

とアドバイスし合ったり励まし合 

ったりする姿がよく見られるよう 

になりました。また、ミッション 

が成功したときにはとても嬉しそ 

うに喜び合っています。 

 学びの教室 

【活動紹介】 

〇ジャンプ鬼（運動） 

鬼の合図でケンステッ

プの中を同時に左右にジ

ャンプして行う鬼ごっこ

です。タイミングを合わせたり、しっかり考えて跳ん

だり止まったりするのが目当てです。結構な運動量で

したがみんな楽しく取り組んでいました。 

【お知らせ】 

○保護者学習会について 

12月 22日（木）午後に、保護者学習会を行います。

横浜国立大学から後藤隆章先生をお招きして、読み書き

が苦手なお子さんについて家庭でできる支援や遊びに

ついて講演をしていただきます。 

  

１年生    
 
 

【活動紹介】 

 初めての音楽会では、元気いっぱいの歌声や指揮者

をよく見て演奏した「きらきらぼし」を発表しました。

音楽会で感じた友達と一緒に取り組むことの楽しさ

を今後の学習に活かしていきます。 

 

 

 

 

 

【お知らせ】 

〇短なわとびについて 

体育で短なわを使った学習を行います。12月12日（月）

までに、短なわの真ん中を片足で踏んで胸までの長さに

なるよう調節した短なわをご準備ください。短なわを自

分で結べるよう家でも練習をお願いします。 

〇生活科「じぶんでできるよ」について 

家の人の一日を調べる学習をします。お子さんから

のインタビューへのご協力をお願いします。また、家

事（お手伝い）に挑戦する課題も出しますのでご協力

よろしくお願いいたします。 

２年生 

 

 

【活動紹介】 

音楽会では、２年生らしく元気に歌ったり、楽しみ

ながら演奏したりすることができました。友達と音を

合わせる楽しさを、これからの学習に活かしていきま

す。 

 

 

 

 

 

【お知らせ】 

〇一輪車教室 

 12月 14日（水）に日本一輪車協会所属 薄田澄子先

生に来ていただいて一輪車教室を行います。一輪車の

演技を見たり、乗り方を教えていただいたりする予定

です。 

お知らせ 
書き初めについて   書き初めの練習を 12 月から始めていきます。 

           １・２年は、４B の鉛筆２本を 12 月 12 日（月）までに筆箱に入れておいてください。 

           ３～６年は、習字セット（６年生はだるま筆）、下敷き（長いもの）、ビニール袋、新聞

紙（ご家庭にある方）をご用意ください。 

           手本と用紙は学校で購入いたします。（１・２年生は 135 円、３～６年生は 185 円） 

漢字検定について   漢字検定を２月 10 日（金）に実施します。申し込み方法は別紙をご確認ください。 

３学期の予定について １月 10 日（火） 始業式 給食なしの４時間授業 

１月 16 日（月）～１月 21 日（土） 書き初め展  

１月 21 日（土） 学校公開日 

にこにこ 😊え・が・お 

書き初め展 鑑賞時間 

16～20 日 15：30～16：40 

21 日    8：30～11：55 

13：30～16：40 



 

３年生 

 

 

【活動紹介】 

 音楽会では、３年生全員が心をひとつにして、斉唱・

合奏を発表しました。音楽会に向けての準備では、衣装

や、家庭での練習等ありがとうございました。おかげさ

まで、当日、実力を最大限発揮することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】 

〇社会科見学について 出発９時 30分 帰校 12時頃 

 １日（木）に小石川消防署へ社会科見学に行きます。

雨天決行します。 

※お弁当は必要ありません。 

○国際交流学習について 

5 日（月）の４校時に留学生との国際交流学習を実施

します。 

 ４年生 
 

 

【活動紹介】 

 音楽会では、「元気よく 息を合わせて きれいな音

色を響かせよう」を学年目標として、どの学年よりも

盛り上げるつもりで楽しんで演奏ができました。 

 11月の紙すきや自然体験教室など様々な体験活動が

できた月でした。12月も福祉体験があります。体験を

通して感じたことを学習や生活に活かしていきます。 

【お知らせ】 

〇社会科見学について 出発 7時 50分 帰校 12時頃 

 21日（水）に中央防波堤へ行きます。７時 40分に登

校してください。当日欠席の場合は、７時 30分～40分

に電話での連絡をお願いします。雨天決行します。  

※お弁当は必要ありません。 

〇二分の一成人式について 

 12月より、二分の一成人式に向けた活動を始めます。 

自分についてのスピーチする際、内容に関わる写真を

1枚だけスクリーンに写します。写真の準備にご協力を

お願いします。写真は後日返却します。お子さんが学

校で写真を撮りたい場合は、学校で用意します。 

  

５年生 

  

 

【活動紹介】 

 音楽会に向け、衣装の準備やご家庭での練習の見守り

などご協力ありがとうございました。本番は今までの練

習の成果を発揮し、５年生の素晴らしいハーモニーを奏

でることができました。今までで一番の合奏・合唱を披

露することができました。 

【お知らせ】 

○あいさつ運動について（１組のみ） 

 12月６日（火）、８日（木）、９日（金）の三日間、あ

いさつ運動を行います。８時 10分から始めますので、間

に合うように登校させてください。 

○12月の予定について 

２日（金）の３校時に５・５交流を行います。幼稚園

の年長さん（来年度の１年生）を招いて、一緒に遊ぶ予

定です。また、６日（火）、20 日（火）にプレゼンテー

ション能力向上プログラムを実施します。 

６年生 

 

 

【活動紹介】 

 音楽会練習では、リーダーを中心に毎回めあての設

定と振り返りを行いました。練習中に気付いたこと、

よかったことや改善点を発表したり、学習カードに書

いたりしました。音楽会当日は両日ともアンコールを

もらい、子供たちはとても嬉しそうでした。 

11月７日（月）～11日（金）の期間に、ロボットプ

ログラミング学習を各学級４回行いました。プログラ

ミングの仕組みを理解し、実際に自分でプログラムを

作ることができました。 

【お知らせ】 

○理科見学について 出発９時 15分 帰校 11時 45分頃 

２日（金）に TenQ見学を実施します。 

 ※お弁当は必要ありません。 

〇卒業アルバムの写真撮影の予定 

・12月 14日（水）クラブ活動集合写真 

・その他、各クラスの授業風景も撮影します。 

 


