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春の到来を告げる梅の花が、見ごろを迎えています。春は名のみで寒い日が続いていますが、梅の花の凛とした姿
に季節がやわらいでいくのを感じます。梅は、
「花よし 香りよし、果実よし」と三拍子そろったバラ科サクラ属の
花木です。寒さに耐える「松」
「竹」
「梅」の３つは「歳寒三友（さいかんさんゆう）
」といって書画の題材にされて
います。寒い季節にいち早く花を咲かせるめでたい花として、
「梅」は慶事のシンボル「松竹梅」に入っています。
春の訪れは、新たなスタートへの期待と不安、そして別れのせつなさを覚える時期でもあります。梅の花を見ると、
卒業で送り出した子どもたちの顔や、
卒業式間近に別れを惜しみながら子どもたちと過ごした大切な時間を思い出し
ます。
来月は、いよいよ弥生３月。今年度 1 年間をしっかりと振り返り、それぞれの成長や次の目標を確認しながら、子
どもたちが自信を持って進学や進級ができるように、学校全体で丁寧な指導に努めたいと思います。
３月２日（金）には、今年度最後の懇談会があります。2 年 1 組と 3 年 1 組は、学級閉鎖により延期していた授業
参観もあります。ご多用の中かと思いますが、多くの保護者の皆様のご出席をお待ちしています。
◆平成 30 年 1 月 30 日（火） 芸術鑑賞会～神奈川フィルハーモニー管弦楽団との共演～◆
例年 PTA 本部の主催による「にこにこ鑑賞会」を開催していますが、今年度は創立 40 周年（昭和 53 年＜1978 年
＞）４月１日に新設開校）を迎えるにあたり、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の「文化芸術による子供の育成事業」
に昨年応募したところ、今年 1 月 30 日（火）
、本校で演奏していただくという願いがかないました。
子どもたちは、プロ・オーケストラの演奏を目の前で聴いたり、共演したり、みんなでつくった合唱曲「笑顔の丘」
や校歌をオーケストラの壮大な演奏にあわせて合唱したり素敵な体験をすることができました。
合唱曲「笑顔の丘」は、向田小学校のいいところや自分が好きなところを言葉や詩にしてもらい子どもたちから歌
詞を募集しました。集まったフレーズを組み合わせ、向田小学校の妹尾亜希子教諭が曲をつけました。さらに、神奈
川フィルハーモニー管弦楽団の大橋晃一様が編曲をしてくださり、素敵な曲が出来上がりました。
神奈川フィルハーモニー管弦楽団から送られてきたピアノ伴奏 CD 等を給食の時間に聴いたり歌詞を口ずさんだり
して、向田小学校の子どもたちも職員も「わたしたちだけの合唱曲『笑顔の丘』
」が大好きになりました。
向田小学校創立 40 年目にみんなで作った「笑顔の丘」は、向田小学校の宝物となりました。今年度の卒業式では、
在校生がこの曲を歌って卒業生を送ります。
創立 40 周年を記念する素晴らしい芸術鑑賞会を開催することができ、この幸運に恵まれたことに心より感謝いた
します。
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◆全校 長なわ集会 ◆
朝のキラキラタイムや体育の時間等を使って、各クラスで長縄跳びの練習に取り組みました。インフルエンザの
影響で長なわ集会への取り組みが一旦中断しましたが、２月９日（金）に、全学級がそろって長なわ集会を行うこ
とができました。９月の長なわ集会の時よりも記録を伸ばそうと、どのクラスも、クラス目標や全校目標に向かっ
て、互いに励まし合いながら一生懸命練習を積み重ね、全校目標の回数（各学級で跳んだ回数の合計）を大幅に上
回る結果を出すことができました。
今年度 2 回目となる長なわ集会に向けて、体育部職員よりパソコンを使った職員連絡ツールで、次のような連絡
が発信されました。
「第 1 回の反省を受けて、改善できる部分もあると思うので、添付した反省をご一読いただい
て、指導に生かしてください。
」
９月の第 1 回目の長なわ集会の後、体育部職員の呼びかけで、
「キラキラタイムについて」
「スポーツ委員会の取
り組み方について」
「集会のねらい・計画・周知方法について」
「集会当日の運営方法について」
「長縄のコツ・や
ってよかったと思うポイント～第２回で実践してみましょう～」
「その他」という項目で、アンケートをとり、職
員会議で反省を共有しました。
そして、第２回長なわ集会への取組みが始まる時期となり、前回以上に子どもたちの目が輝く指導につなげたい
と、以前確認した大切な 48 の反省の再確認・再考察を呼びかけたのです。
本番を迎えるまでに、各クラスでは、様々な課題が出てきたことと思います。一つひとつの課題にみんなで向き
合い、みんなで考え解決する中でクラスの絆がさらに深まります。子どもたちの思いに寄り添い、質の高い楽しさ
や学びが得られるよう、R-PDCA サイクル（Research＜調査 現状の把握・分析＞→Plan＜計画＞→Do＜実践＞→Check＜
点検・評価＞→Action＜修正 改善策の実施＞サイクル）を基に、学校生活の指導につなげていきたいと思います。

前回の長なわ集会で学んだことを生かしながら、
スポーツ委員会の準備・運営による、全校長なわ集会。

互いに励まし合い取り組みました。

◆まとめの集会 ～５年生 足柄ささら踊りの発表～◆
２月 13 日（火）のまとめの集会で、５年生が、６年生から引き継いだ向田小学校の伝統「足柄ささら踊り」
を披露しました。
「向田小学校では、５年生が６年生から受け継ぐ形で、この踊りを続けてきました。
」
「向田小学校の伝統、地
域の伝統を受け継ぎ、それを次につなげるためにも、私達は、この踊りに取り組むことにしました。
」という
５年生の言葉から始まり、ささら踊りの歴史・楽器・歌詞・踊り・衣装について説明がありました。
体育館によく響き渡る歌声に合わせて、楽器の正確な演奏とともにすばらしい踊りが披露されました。
「今日のささら踊りは、一人ひとりが今までの練習の成果を出して、心を一つにできていたと思います。これ
から私達が、向田小学校の伝統を受け継ぎ、中心となって新たな伝統をつくりあげていきます。
」
「今日は、私達
５年生の発表を見てくださって、ありがとうございました。
」
体育館は、きりりと引き締まった雰囲気となり、５年生の固い決意が１年生～４年生、そして先輩である６年
生に確かに伝わりました。５年生の姿から、他の学年の子どもたちも向田小学校の一員としての誇りを感じ、新
年度への決意を新たにすることができました。

ご参観いただいた保護者の皆様、
ありがとうございました。

◆三味線に挑戦 ～５年生～◆
向田にお住まいの渡部久人（わたべ ひさと）様を講師としてお招きし、５年生は毎年、音楽の授業で和楽器の
ひとつである三味線の演奏に挑戦しています。三味線のもつ固有の音色や音域、演奏の仕方による表現の多様さを
実際に聴いたり演奏したりして学びます。
渡部様の礼儀正しい話し方、立ち居振る舞いに、日本の伝統芸能に引き継がれている高潔さ、美しさを強く感じ
ました。相手を敬い、自分の姿勢を正し、楽器をはじめ身の回りのものを大切に扱う。三味線の授業を受けている
子どもたちの姿から、三味線の弾き方だけではなく人としての生き方も学んでいるのだと感じました。３回（２月 6
日、20 日、27 日）にわたるご指導、本当にありがとうございました。

↑音楽室の入り口には、上履きが美しく揃えられていま
した。

渡部様より、子どもたちのために、11 棹（さお）or 丁もの三味線をご用意いただきました。
渡部様から教えていただいたことを子どもたち同士でも教え合いました。伝統芸能の
伝承とは、人から人へと、芸だけではなく大切な何かも一緒に伝えていくことなのだと
感じました。
左の写真の服装にご注目ください。２月の三味線の学習をするにあたり、まずは教員
が、研修・授業の打合せを夏休みに行いました。その後、学校に保管させていただいた
三味線の調律に、渡部様には幾度となく足をお運びいただきました。
子どもたちにとって、外部講師による体験的学習はとても大切です。また、準備も大
切です。特に、地域にお住まいの講師の方々との連絡調整を計画的に進めてくださるス
クールコーディネーターの役割は大きいものです。本校では、小林苑子様（写真後ろ右）

渡部様は、ささら踊りの男子の衣装も縫って作ってくださいました

が、ご尽力くださいました。心より感謝申し上げます。

◆サトウキビの学習（かながわ環境教室）◆
２月６日（火）に、NPO 法人シニアボランティア経験を活かす会（東京都）の稲葉様と山内
様を講師としてお招きし、向田学級でサトウキビの学習を行いました。前半は、サトウキビの
収穫や黒糖に加工する工場の様子等の映像を見たり、簡単な実験をしたりしました。後半は、
１人１本のサトウキビをいただき、包丁を使って削って味を確かめてみました。廊下にまで爽
やかな甘い香りが漂う中、子どもたちは、ほのかな自然の甘みを自分の手で味わうことができ
ました。サトウキビの繊維に対して直角に切込みを数回入れることで、削ったサトウキビの甘
さをたくさん味わうことができることを発見した子もいました。子どもたちは体験を通してた
くさんのことを発見することができました。稲葉様、山内様に心より感謝いたします。
◆ランチルームでの楽しい給食◆
教室棟１階の給食室の隣にランチルームがあります。年度の終わり頃に、クラスごと
に、特別メニューがついたランチルーム給食が提供されています。
小泉栄養教諭が飾りつけをしたレストランぽいお部屋で、バイキング方式で適量とっ
た給食をいただく、それだけでも、何だかとても嬉しく楽しいランチルーム給食です。
栄養教諭からは、学年に合わせてバランスのよい食事についての話もあります。子ども
たちも一年間の給食のお礼を直接言葉で届けられるランチルーム給食になっています。
※創立 40 周年を記念して撮影した航空写真の（株）サンブレーンフォトスタッフ様のご厚意で、全児童にクリアフ
ァイルをいただきました。3 月に入って配付いたします。ありがとうございました。
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１日 木

安心安全の日（登校指導、防犯ブザー点検） 読書タイム（３・４年読み聞かせ）

２日 金 ALT（５・６年）

懇談会、2-1,3-1授業参観

５年幼小交流会
あゆみ出欠席欄保護者確認（～6）

３日 土
４日 日
５日 月 ミニランドセル贈呈式
６日 火 ランチルーム５－１

おはなし会（おはなしぽけっと）

７日 水 朝モジュール学習

ALT（５・６年）

ランチルーム５－２

８日 木 読書タイム（１・２年読み聞かせ）

ランチルーム５－３

清掃なし

９日 金

ALT（６年卒業スピーチ・５年）、JTE（１年） ４年 ２分の１成人式13:35～（体育館）

５年ストーブ片付け

10日 土
11日 日
12日 月 お別れの言葉練習➀（昼休み）

力こぶの会

13日 火 お別れの言葉練習②（昼休み）
14日 水 朝モジュール学習、ALT（５・６年）

ランチルーム６－１、３年給食交流会

全校学習準備

15日 木 卒業式全校学習➀

ランチルーム６－２

清掃なし

16日 金 卒業式全校学習②

給食終了

大掃除

19日 月 卒業式全校学習③

卒業式前日準備

特別日課

20日 火 卒業証書授与式

朝清掃(５年)

21日 水

春分の日

※力こぶ予備

17日 土 災害支援訓練
18日 日

22日 木
23日 金 修了式 離退任式
24日 土
25日 日
26日 月
27日 火
28日 水
29日 木
30日 金
31日 土

机、椅子移動(５年) ２Ｆ昇降口清掃(４年) 特別日課

学
年
末
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予定は、変更になる場合があります。
学年、学級通信、週予定等でご確認ください。

