
＜学校教育目標＞ 心豊かにたくましく生きる俣野っ子を育む 

＜目ざす子ども像＞ 

・元気よく遊べる子ども    ・友だちを大切にする子ども 

・生活にけじめのある子ども  ・学年に応じた学力のある子ども 

・「なぜ」を問い続ける子ども          

    ～えがお あいさつ けじめ まなびあい 花いっぱいの俣野小～ 

 

 ２０２０年、新しい年のはじまりです。 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。  

本年も、教職員一同、「心豊かにたくましく生きる俣野っ子」を育むために

一層の努力をしてまいります。昨年同様、本校の教育活動に保護者・地域のみ

なさまの温かいご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 8日(水)の始業式には久しぶりに元気いっぱいの子どもたちの笑顔にふれることができ、冬

休みを無事に終え、学校に戻ってきたことをうれしく思いました。朝の登校時には、地域や

保護者のみなさん、おはようボランティアの方々など多くの方に見守っていただき、3学期も 

始まりました。 

 新年の節目そして、２０１９年度のまとめとなる３学期を迎え、次のような話をしました。 

 ・人には、二通りの時間の感じ方がある。 

一つは未来に向かって直線に進んでいく時間。もう一つは毎年毎年、循環する時間。「直線」

の感覚からすると、新年は通過点にすぎないけれど、「循環する」と思うと年が明ければ、

自分も成長したような、新しくなるような気がする。新しい年にはどんなことがあるのかな、

こんなことがあるのではないか、「目標」とはちょっと違う、待っているとやってくる、出

会うかもしれないよいことを一つ二つ思い描いてみるのはどうだろう。 

二つの時間の感じ方で、今年の目標（「直線」の感覚）に加えて、今年自分が出会う何かよ

いこと（「循環する」感覚）を想像して、２０２０年、新しい年に希望をもってスタートし

ましょう。 

 ・お正月の正の字 

今日から３学期、２０１９年度のまとめと次の学年の準備の学期です。４月から学校でい

ろいろ勉強してきたことがあります。よくできたことも、うまくいかなかったこともすべて

が勉強です。うまくいかなかったことを今度はどうしたらよいか考えて、行動することが大

切です。うまくいかなかったこと、よくないことを何度も同じように繰り返すのは、よくあ

りません。 

お正月の正の字は、「しょう」のほかに「せい」「ただしい」と読みます。そしてこの「た 

だしい」という字は漢字の「一」と「止」が合わさってできています。行動するときに「一」

度立ち「止」まって、考える。それが「正」しい判断や行動につながる、という意味を持っ

ている字だそうです。 

１年の初め、そして３学期の初めに、「一」度立ち「止」まって、考えて、「正」しい判

断や行動を心がけて、根気強く何事にも取り組んで、自分の力を伸ばしてほしいと思います。 
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＜１月の行事予定＞ 

 

＜２月の主な予定＞ 

３日(月)FLT ４日（火）午前授業 ５日（水）朝会、委員会活動⑩ ７日（金）６年お別れ遠足 

１０日(月)５年江の島見学、FLT １２日(水)クラブ活動⑩ １３日(木)授業参観・懇談会（また

の学級、５・６年）１４日（金）PCサポート、４年デイサービス訪問 ５年江の島見学予備日 １

７日(月)FLT １８日（火）授業参観・懇談会（３・４年） ６年お別れ遠足予備日、２年いずみ

幼稚園交流 １９日（水）体育朝会 ２０日（木）またの学級お別れ会、１年またの保育園交流  

２１日（金）授業参観・懇談会（１・２年）２５日（火）FLT ２６日（水）お別れ集会・交歓給

食 ２７日(木)PCサポート、学校評議員会、６年薬物乱用防止教室 ２８日（金）６年ネットかい

てきコミュニケーション教室 

 

＜俣野っ子３１６名 子どもたちの活動から＞ 

○合同音楽会 １２月 ６日 

たくさんの地域の方や保護者のみなさま、藤沢いずみ幼稚園やまたの保育園のみなさんが来校し

て３～６年生の歌や合奏の発表を鑑賞してくださいました。子どもたちも一生懸命たくさん練習を

重ねて、本番に臨みました。会の進行や曲の紹介などもしっかりとして、すばらしい発表会でした。

どの発表も立派で、聴いている人の心にも響くものだったと思います。 

 

○３年地域交流 １１日 

地域の方々が来校してくださり、伝統的な日本の遊びを体験しました。３年生は、運動会のよっ

ちょれを踊って、観ていただきました。そのあと、コマまわし、羽子板、けん玉などを教えていた

だいて、体験しました。遊びの体験だけでなく、地域の方と親しくなったり、交流する機会を作っ 

ていただけることは、貴重なことです。地域でお会いしたとき、あいさつしたり、お話しできる関

係になれるといいですね。今月、２回目を予定しています。 

 

 

日 曜   主 な 行 事 日 曜   主 な 行 事 

８ 水 始業式 学校作りアンケート（～15日） 19 日 社体ソフトバレーボール大会（体育館） 

  （３・５年保護者） 20 月 FLT 書き初め展（～27日） 

９ 木 書き初め（６年）計測（４・５年）FLT  21 火 ６年こころの劇場  

10 金 給食開始 書き初め（５・４年） 22 水 残食調査（～28日） 

  計測（３・６年・またの学級）PTA ふ

れあいトーク 15:40 FLT 

23 木 ３年消防署見学 

24 金 PCサポート 

13 月 成人の日             27 月 新入生説明会（13:30～体育館 14:00～図

書館）シュートボール大会（～31日） 

14 火 書き初め（３年）計測（１・２年）国

際理解教室（またの学級・３年） 

28 火 PC サポート のびゆく子ら作品展（～

2/2）ODAKYU湘南 GATE 

15 水 委員会活動⑨ 大清水中学校給食試食

希望申し込みしめきり（集金）            

29 水 クラブ活動⑨３年クラブ活動見学 

16 木 ３年地域交流 国際理解教室（２・４

年） 

30 木 5時間授業 不審者訓練 

またの学級のびゆく子ら展見学 

17 金 FLT 国際理解教室（１・２年）PTA運

営委員会 

31 金 給食費銀行引き落とし日 ４年横浜見学 

18 土 校庭開放日    

【保健目標】安全な生活をしよう かぜを予防しよう 

【給食目標】協力して準備や後かたづけをしましょう 



○６年東京見学 １２日 

穏やかな天気に恵まれ、国会議事堂と東京タワーを見学してきました。新聞やニュースでよく見

る場所を実際に見る貴重な機会でした。途中の工業地帯や海岸沿いの地域、高速道路など学校近く

の景色との違いも新鮮でした。どこに行っても、マナーよくしっかり行動できる６年生は立派です。

高さ３３３ｍの東京タワーでは、展望デッキからエレベータではなく、階段を使って約８分の高さ

を降りてくる子どもたちが多く、たくましさも感じました。 

 

みんななかま展 １２日～１６日 

またの学級の作品が茅ケ崎市民文化会館のギャラリーで行われたみんななかま展で展示されま

した。オリンピックをイメージした作品でした。今年はいよいよオリンピック・パラリンピックイ

ヤーです。現在、校内でも作品を展示しています。オリンピック・パラリンピックの応援もできそ

うです。 

 

○４年デイサービス訪問 １３日 

地域のへいあん亀井野デイサービスセンターを訪問し、お年寄りとの交流をしました。はっぴと

鳴子を持参し運動会のよっちょれや、合同音楽会の「もみじ」などの合唱を披露しました。 

２月にも訪問をするので、次回の内容をクラスで計画しています。 

 

○２０１９ バスケットボール大会 １６日～２０日 

体育委員会の企画で、バスケットボール大会が行われました。自由参加の４年生から６年生の１

７チームが競いました。異学年で試合をすることも多くあるのですが、学年差を感じさせない、互

いに精いっぱいのフェアプレーとそれを支えるとともに、認めて励ませる応援があり、スポーツの

よさも感じました。６－１組のチームが 1 位でした。おめでとう。1 月には、シュートボール大会

も予定されています。 

 

○５年収穫祭（PTA学年行事）２３日 

田んぼ・米作り学習でできたお米を入れたごはんでおにぎりを作って食べたり、春の苗づくりか

ら秋の稲刈りまで指導いただいたり、田んぼのお世話になったことに感謝する収穫祭を PTAのご協

力を得ながら行いました。初めて入った田んぼのことや、大きく育った稲を刈る作業を思い出し、

お米を作る大変さや苦労を知って、いただくごはんはさらにおいしく感じたのではないでしょうか。 

 

○ユニセフ募金 ご協力ありがとうございました 

運営委員会で、登校時呼びかけをしたユニセフ募金活動では、みなさんのご協力のおかげで、総

計１１、３７５円を支援の必要な世界の子どもたちのために寄付することができました。予防接種

のワクチン代や治療薬の費用などに充て、役立てられます。 

 

○５０周年記念事業実行委員会 

２０２０年本校は５０周年を迎えます。今年度その準備のため、５０周年記念事業実行委員会を

行っています。１２月までに３回ほど会議を行い、内容について検討をしています。組織は学校と

PTA 役員・地域の方に加わっていただく形をとっています。これまでの周年事業を参考に、５０周

年の内容を計画する段階です。実行委員長を神崎 良さまにお願いしました。航空写真の手配はす

でに始めました。今後、内容が固まってきましたら、お知らせします。いろいろご協力いただくこ

とが出てくると思います。その折には、どうぞよろしくお願いいたします。 

書き初め：字の上達を願って （日本の年中行事の一つ・お正月の行事から） 

書き初めは、１月２日を一年の事始めとし、その年の心構えや抱負などを書きしるし、精進する

とうまくいく。そして、書き初めはどんと焼きで焼き、その炎が空高くあがると、字が上達すると

言われます。本校では、９日（木）から書き初めを始めました。今年も３～６年生は川畑先生をお

迎えして、鳥越先生や学年の先生と体育館で清書をします。６年生は自分の選んだことばを、丁寧

に心を込めて、書いていました。この後、校内の書き初め展も予定されています。ぜひ来校いただ

き、ご覧ください。 



書き初め展 １月２０日（月）～２７日（月）教室前廊下 

 

 

＜学校づくりアンケート＞ 

よりよい学校づくりをめざして「学校づくりア

ンケート」を実施いたします。このアンケートは、

学校運営や教育活動のふりかえりや改善の参考に

するとともに、学校、地域、保護者の皆様との連

携協力による開かれた学校づくりの推進に活用す

ることを目的としています。 

・ 児童･･･３年生と５年生の全児童 

・ 保護者･･･３年生と５年生の全保護者 

・ 地域代表として･･･学校評議員 

集計結果と分析結果は、３月にお知らせします。 

 なお、昨年度より保護者アンケートにつきまし

ては、児童と同じ学年の保護者の皆様に実施して

いただき、児童との相関関係を含めて分析させて

いただいています。本年度も同様に進めていく予

定です。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

＜のびゆく子ら作品展＞  

日程：１月２８日（火）～２月２日（日） 

会場： 藤沢市民ギャラリー 

（藤沢駅南口 ODAKYU湘南 GATE ６階） 

市内小・中学校特別支援学級・特別支援学校に通

う子どもたちの作品が、一同に展示されます。ま

たの学級の子どもたちの作品も展示されますの

で、ぜひご鑑賞ください。 

 

＜第３８回 きゅうしょくフェア＞ 

日にち：１月１１日(土)～１９日（日） 

会場：藤沢市役所１階・5階ラウンジ 

内容：児童の絵画、給食の紹介（展示・ビデオ）

など 

土・日曜日の１１時～１４時にスタンプラリーを

開催します。参加していただいた方にバランスト

リオのシールと塗り絵のプレゼントがあります。 

・家庭と学校が連携して、 

子どものサインを受け止めよう 

子どもたちから「いつもとちょっと違う」サイ

ンを受け止めたら、 

①子どもと話をじっくり聞き、保護者の愛情や

子どもへの信頼を伝える。 

②学級担任（学校）に相談し、家庭と学校でと

もに考え、よりよい対応を図る。 

冬休み中、また学期始め、何かご心配なこと

がありましたら、ご遠慮なく、ご相談ください。 

学校生活が再開しました。生活リズムを整えら

れるよう、ご家庭でもご配慮お願いします。 

 

・寒さに負けず 

６日二十四節気「小寒」から（２／３）節分ま

でが「寒中（寒の内）」、冬の寒さが一番厳しい

時期です。ほけんだより「すこやか」を参考に、

体調管理をお願いします。 

学校では、朝食を十分食べていないため、元

気が出ない子どももいます。寝る時間・起きる

時間や朝食に温かいものを食べるなど、工夫を

していただけるとよいです。育ち盛りの子ども

たちのからだづくりにつながります。 

 

＜お願い＞ 

・転出・転入予定の把握 

１２月から、来年度の学級編成に向けて、各

学年の児童数の把握に努めています。児童数に

よって学級数も変わりますので、３月末までに

転校する予定のある方、本校に転入学予定の児

童をご存知の方は、早めに担任を通して学校に

お知らせくださるとありがたいです。引き続き

ご協力をお願いします。 

  


