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第１７５号 

３年生 We are the Champions! 

６年生 望洋ソーラン２０１６～魂・誇・本輝 

 
 一生懸命取り組んだ表現はどの学年も見ごたえありました！ 

４年生 ハッピー！ポッキー！シェアハッピー！ 

1・２年生 笑顔満開！！ミニかっぱーズ 

５年生 終わりなき旅

第４２回運動会  

『未来へつなげ 

望洋魂』 
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 ５月２０日（金）１５時３０分から音楽室にてＰＴＡ５月総会が行われました。 

会員数７２５名に対して、委任状５１１名、出席者３３名で、規約により定数の３分の１（２４２名）を超え

ているため総会は成立しました。昨年度の事業報告、会計報告がありました。今年度の事業計画、

予算案については承認されました。 

 今年度から望洋小学校に着任された先生方の紹介もありました。望洋小からの景色はすばらしい

ことや、２キロ痩せた先生や逆に２キロ太った先生のお話に笑いが起こっていました。 

 校長先生からは、ビオトープに植樹された木について紹介があり、ＰＴＡ会費を使わせていただいた

ということで感謝のお言葉をいただきました。ビオトープの様子は右の写真をご覧になってください。 

 次回の総会は２月です。皆様、出席していただきますようよろしくお願いします。 

 ５月１９日のビオトープの様子

です。橋も整備され、水面にはき

れいな黄色い小花（アサザ）が咲

いていました。 

 子ども達にとっても癒しの場所

です。 

～植樹された木々たち～ 

コナラ ハナミズキ クヌギ カリン ツツジ 

学級委員によるベルマークの仕分け作業が行われました。 

委員さんの他、現在３０名のボランティアの方々も参加され

ています。 

 ベルマークボランティア活動は、 

   毎月第３火曜日１０：３０～１２：００です。 

今後も一緒に活動してくれる方随時募集しています！！ 

 

 運動会の朝など多くの皆さんが時

間より早く集合してくださるので、私

も負けずに起きています。どの方も

とても親切で気さくな良い方ばかり

です。 

 今年はいつもより多くの方にご参

加いただき、大変助かっております。 

 年度途中でも一回きりでも構いま

せんので、おやじの会に参加ご希

望の方は藤崎先生までご連絡よろ

しくお願いします。 

 

 おやじの会は、望洋小学校の保護者有志の集まりです。

主な活動は、春に運動会でのテントの設営・撤去、秋にき

らり祭の焼きそば屋台の運営です。 

 その他にも学校のお手伝いをすることがあります。2013

年度は通学路横の壁を白く塗り直すのを皆でお手伝いし

ました。 

昨年のベルマークで購入した『ブックトラック』です。 

他、かんたんテント・掛け時計を購入しました。 



 現在約３０名の図書ボランティアの方がいらっしゃいます。 

６月１６日（木）に図書室にて第1回連絡会が行われました。

そこで、活動内容の確認をし、活動日を決めましたのでお

知らせします。 

図書室整理 

かざりつけ 

読み聞かせ 

 新刊本の受け入れ、棚の表示、本の背表紙、

分類番号などの補修、掃除など 

○図書室の壁面を季節ごとに飾り付ける 

○図書室外廊下や階段に新刊本やおすすめの紹介 

※家で行う作業なし。学校で行う。 

○生活科室での読み聞かせ（昼休み） 

○読書タイムでの読み聞かせ（１～４年生） 

 毎月第３木曜日 

１０：３０～１２：００ 

（９月のみ９/８（木） 

 予定） 

 月１～２回 

 １・２年生：毎週木曜日 

 ３・４年生：隔週木曜日 

 興味のある方は是非参加してください！ ボランティアの中でも、読み聞かせは子ども達と

身近に接することができます。 どの活動も随時募集中です。（連絡は阿部ちひろ先生まで） 

 

 昨年度、大幅に図書室がリニューアルしましたが、今年度も以下のような計画を予定しています。

さらに、図書室が使いやすくなる事と思います。 

 【コーナーの充実】 

 【１棟昇降口に掲示スペース設置】 

 新刊本が入荷した時や、課題図書のお知らせなどをなるべく多く

の子どもたちの目にとまる場所に設置予定です。 

 【理科・科学】、【福祉】、【伝統文化】など

コーナーごとに分けて利用しやすい配置

にします。 

 【本を予約できる取り組み】 
 読みたい本が確実に読めるように、予約できるシステムがあると

便利ですが、こちらの計画は検討中です。 

 検討中 

 望洋小学校には去年から引き続き、学校司書の髙野先生がい

らっしゃいます。先生に色々と質問させていただきました。興味

深いお話も聞けましたので、是非参考にしてみてください。 

Ａ１． 先生の勤務日は？ 

 Ｑ１． 毎週木曜日と、隔週の水曜日の８：３０～１５：３０です。ほぼ図書室にいます。 
 

Ａ２． 昨年、図書室をリニューアルしてから利用者数に変化はありまし 

   たか？ 

 Ｑ２． 昨年よりも、利用者数は確実に増加しています。しかし、６年の利用者数が 

             少ないので、この数を増やしていくのも課題です。 

 

 

 

 

 

Ａ３．これから夏休みに入りますが、おすすめの本を教えてください。 

 Ｑ３． 分野で紹介します。すべて図書室にあります。普段読みたくてもなかなか 

     手の出せなかった本にチャレンジしてみるといいですね。 

 低学年 ○動物や植物や宇宙に関する本 

○こども世界名作童話シリーズ 

 中学年 ○かぎばあさんシリーズ 

○ズッコケ３人組シリーズ 

 
 高学年 ○宮沢賢治の作品  ○さくらももこの作品 

○詩  ○ルパン、ホームズのシリーズ ○伝記 

 

 Ａ４． 髙野先生が本を好きになったきっかけは何ですか？ 

  Ｑ４． 小学生の頃はあまり本は好きではありませんでした。中学生の時に、 

      ルパン、ホームズのシリーズを読んでから読むことが好きになりました。 

 Ａ５． 髙野先生から是非伝えたいことがあればお願いします。 

  Ｑ５． 子どもが読書の習慣をつけるための秘訣をズバリお教えします！それは、 

      親が本を読んでいる姿を見せて、子どもにおもしろそうだなと感じさせる事 

      です。読書量と勉強の成績は比例しているそうです。保護者の方も積極的 

      に本を読んでみてください。 

おすすめコーナー 

の前にて 

 【５月の貸し出し数の集計】 

望洋小の図書室には魅力がいっぱい！行かないと損です！ 保護者の方は是非ＰＴＡ図書をご利用ください！ １棟職員室前にたくさんの本があります。 

１年 2年 ３年 ４年 ５年 ６年
181 134 150 114 113 33
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スタート

ゴール
第42回 望洋小学校運動会 

2016年5月28日(土)、第42回望洋小学校運動会が無事開催されました。 

運動会前日の先生方と5・6年生による準備と、運動会開催当日の様々なお手伝いをするＰＴＡのみなさんの活躍を特集します。 

前日準備 

校外委員会 
 運動会当日、学校内外を定期的にパトロールして

いた校外委員さん。 

 学校敷地内のパトロールは不審者、不審物チェッ

クはもちろんのこと、地域のみなさんに迷惑のかから

ないよう学校周辺の駐車車両にも気を配りました。 

 また校内３ヶ所のトイレではプログラム間近の子ど

も達を優先していただくよう声掛けも行っていました。 

 ５月２７日(金)５時間目、５・６年生と先生方によって 

運動会前日準備が行われました。 

 真剣な眼差しで先生の説明を聞き、テキパキと係ごとの準備をこなしていました。

率先して動き、声を掛け合い、手分けする様子も見られました。 

 おやじの会のみなさんは、先生方と一緒にテ

ント張りなど朝早くからの準備、競技中は校内
などのパトロールを担当しました。 

 また、運動会の後は片付けもお手伝い。重い

サッカーゴールなども力を合わせて運び、大活

躍の一日でした。 

 先生方と運営委員会、おやじの会の他、運動会ボランティアのみなさんが力を合わせて、片付け作業を行いました。 

 素晴らしい運動会だったなと、余韻を噛みしめながらの作業。お疲れ様でした。 

運営委員会 

 運営委員会は、ふれあい席の受付や席

までの誘導、お茶出しなどの対応を行い

ました。 

 パン食い競争の準備・運営なども行い

ました。 

おやじの会 

パン食い競争 
 恒例となった、

ＰＴＡによる競技

のパン食い競争。 

 今年も子ども達

の熱い声援の中、

先生方、保護者

のみなさんが頑

張り、大きく盛り

上がりました。 

～縁の下の力持ち特集～ 

当
日

 

前
日
準
備

 

優勝は赤組 

赤・白 

頑張れー！ 

お弁当 

タイム 

元気いっぱい 

何個 

入るかな!? 

お疲れ様

でした。 

未来へつなげ 望洋魂 

運動会 

ボランティアさんたち 片付け 

閉会式にての PTA副会長からの講評 
  「応援合戦にて、午前よりも午後のほうが各組らしさが出ていました。」 

    赤組：動きが大きく大胆だった。 ⇒ ダイナミック パフォーマンス賞 

    白組：ことばの選び方がよかった。 ⇒ ワンダフル ワード賞  

感謝する心を大切に。 
 開会式には校長先生から、閉会式には教頭先生から、

感謝する心についてお話がありました。 

 「ありがとう」の心を忘れずに、子ども達がこれからも力

を合わせて頑張る姿を、PTA活動を通して応援していき

たいですね。 

みなさま、ありがとうございました。 
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毎年秋に行われる

『きらり祭』で模擬店

のお手伝いをしてい

ます。ここ数年は大

人気！無料配布の

豚汁ブースを担当し

ています。 

交通安全教室のお手伝い 

交通安全教室（１，３年生対象）は本物のお

まわりさん達が交通ルールの指導をしてくれ

ます。校外委員さんはその準備やサポート

を行っています。 

登下校パトロール 学校行事の 

  サポート 

運動会や地域美化

活動などの学校行

事の際、必要に応

じて校外委員がパ

トロールしています。 

子ども達の登下校時間に合わせたパトロールを 

通学路の要注意ポイントを中心に 

行っています。 

地区パトロール 

公園など、子ども達が放

課後集まる場所をパト

ロールしています。 

このブルゾン

が目印です！ 

吉井、桜が丘、馬堀台団地、馬堀、

馬堀海岸エリアからそれぞれ町内

会、自治会や個人の有志の方が

定期的に通学路のパトロールをし

てくださっています。みなさん、きち

んと大きな声で挨拶しましょうね！ 

ありがとう！地域ボランティアさん 

きらり祭のお手伝い 

お願い 

します 

子ども達が安全に楽しく学校生活が送れるように『笑顔

を守るお手伝い』をモットーに活動している校外委員会。

ＰＴＡ常置委員会の中で一番子ども達の近くで活動する

委員会です。 

委 

こんな活動も

しています 

雨の日の送り迎えは 
マナーを守って 

こんにちは 校外委員会です 

正門前の細い道。雨の日、子ども達はこ

の道いっぱいに広がって登下校します。雨

の日はカサで子ども達の視界もせまくなり

ます。子ども達の安全のため、正門前へ
の車の乗り入れはご遠慮ください。 



２棟校舎 

 ４月に発生した熊本地震は記憶に新しいと思います。大きな災害がいつどこで起こるかわからないご時世です。学校でも避

難訓練が行われ、子どもたちはとても真剣に取り組んでいるそうです。実際に災害が起こった場合には、学校、地域、家庭で

連携をとることが必要になってきます。望洋小学校は震災時避難所、グランドは広域避難地となっていますが、避難所として

どのような備えがしてあるのか知らない方も多いと思います。備蓄や備品をまとめましたので紹介いたします。 
   ※震災時避難所：大規模な地震により家が壊れてしまったり、余震などで家が壊れそうな場合の避難所 

   ※広域避難地：大規模な地震により発生した火災の煙・熱から身を守るための場所 

 

 ７月１３日（水）に引き取り下校訓練が行われました。ご家庭で、通学路の危険な場所等の確認をされたでしょうか。これを機に、各ご家庭でルールを決めておき、災

害時の心の備えをしておいてください。また、来校される際は自転車、バイク等ではなく、通学路の安全確認のためにも歩いて来られることをおすすめします。 

 望洋小学校平面図 

プール 

１棟校舎 

体育館 

体育館には約１２００食分のサバイバルフーズ

や毛布などを備蓄しています。 

プール横には防災収納庫が設置されています。中には、防

災釜や組み立て式トイレなど災害時に必要となるものが様々

収納されています。 

職員室には、停電時にも使用できる電話や市

役所直通の防災無線が設置されています。 

裏門を入った先の駐車場の下に、１００トンのタン

クがあります。循環されていて、新鮮な水が蓄えら

れています。水をくみ出すためには、大きなポンプ

を使ってくみ出します。（すごく大きくて重いのでく

み出す作業も大変になってきます。） 

賞味期限が近づいて

きたら交換します。 

プレイルームには非常食（ビスケット）、飲料水、発電機

（ガス式）が備蓄されています。 
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望洋１７４号で掲載できなかった教職員の先生方をご紹介します。 

   【①氏名（敬称略）   ②望洋小学校に来て何年目？   ③小学生の時にはやっていた遊びは？】 

 ５月から本格的に活動を開始し、１７人全員で取材に挑んだ運動会も無事に終わりました。今号は子どもたちの頑張りの裏側で支えてくださった先生方やボランティア、
委員会の方々の活動を中心に掲載させていただきました。今年度は３回の発行ですので、次号は３月になります。ずいぶんと先になってしまいますが、充実した内容にし

たいと思ってますのでお楽しみに。。。 

 いよいよ夏休み！皆様、よい夏休みをお過ごしください。 

非常勤 ふれあい相談員 スクールカウンセラー 特別支援介助員 教育介助員 

 ７月２５日から長い夏休みが始まります。楽しい思い出作りのためのお役立ち情報を紹介します。 

 住んでいる地域のお祭りに参加してみたり、花火大会に出かけてみてはいかがでしょうか。夜のお出かけは十分気

を付けてください。 

 【お祭り】  【花火大会】 

 【近隣プール情報】 

●横須賀市営プール情報  http://yokosuka-parkpool.jp/pool/pool-mabori.html 

 

【海開き】 

① 小谷
こ た に

 麻子
あ さ こ

 

② 1年目 
③ おままごと 

① 上妻
こうづま

 薫
かおる

 

② ３年目 
③ 鉄棒・人生ゲーム 

① 片山
かたやま

 宗
むね

紀
のり

 

② １年目 
③ 缶蹴り 

① 石和
い しわ

 小夜子
さ よ こ

 

② ６年目 
③ ゴム跳び 

① 鈴木
すずき

 章子
あ き こ

 

② ４年目 
③ ゴム跳び 

① 桐ケ谷
き り が や

 いづみ 

② １４年目 
③ ゴム跳び 

① 中嶋
なかじま

 弥生
や よ い

 

② ８年目 
③ 缶蹴り・がんばこ・ 

三角ベース 

① 犬
いん

童
どう

 博
ひろ

美
み

 

② ７年目 
③ ゴム跳び 

開催日 開始時間 打ち上げ数

よこすか開国祭 ８/６（土） １９：１５ 約５０００発

三浦海岸 ８/９（火） １９：３０ 約３０００発

浦賀みなと祭 ８/２０（土） １９：３０ 約５００発

陸上自衛隊久里浜駐屯地 ７/１４（木） １７：００開放 約２００発

桜が丘1丁目

馬堀海岸2丁目

湘南山手池田町

東映団地

７/２３（土）

湘南山手吉井 ８/６（土）、７（日）

８/１２（金）、１３（土）

８/２０（土）

７/３０（土）

馬堀台団地

自治会・町内会名 開催日

７/１６（土）、１７（日）

桜が丘2丁目 ７/３０（土）、３１（日）

開設期間

走水海水浴場 ７/９（土）～８/３１（水）

猿島海水浴場 ７/９（土）～８/３１（水）

三浦海岸海水浴場 ７/６（水）～８/２８（日）

長浜海水浴場 ７/９（土）～８/３１（水）


