
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力から生まれる大きな力 
校 長  堀 井   昭 宏 

 関東甲信地方も 6 月 14 日に梅雨入りが発表されました。例年より遅い梅雨入りとなったことは 6 月 12

日（土）に「日野学スポーツデー」を予定した本校にとって、校庭での練習が予定通りに運ぶことができ、

良い結果となりました。「日野学スポーツデー」当日も、さほど暑くなることもなく、天候にも恵まれまし

た。また、最後の最後まで練習を重ね、一人一人の思いが詰まった表現活動や懸命にバトンをつなぐ児童

生徒の姿に感動し、たくさんのエネルギーに満ちあふれた一日となりました。この、「日野学スポーツデー」

は多くの方々の協力があって成功したと思っています。PTA サポーターの皆様には朝早くから会場設営や

撤収等を手伝っていただいたこと、来賓の方々には校庭での参観ができないことや、ご家族の方にも参観

できる種目等を指定したことや人数制限をかけたこと、このことに伴って PTA の方々が YouTube を使っ

て限定配信してくれたこと、児童生徒は教室で応援することなど多くの方々の協力があって、新たな「日

野学スポーツデー」が生まれました。アンケートにも多くの方から回答をいただき、家庭での子どもたち

の様子や、PTA からの YouTube 配信等やこれまでの教員の指導への感謝の気持ち等が多くありました。

ご覧いただけなかった地域の方々には何かしらの形で「日野学スポーツデー」を伝えていきたいと思って

います。9 月 25 日（土）には 1 年生から 4 年生の運動会を予定しています。今回の日野学スポーツデーは

終了予定時刻より遅くなったこともあり、ご迷惑をおかけいたしました。このような反省も生かしながら、

健康と安全を第一に取り組んでまいります。 

 さて、4 月は 11 時間３分、5 月は 10 時間 45 分。この数字は本校教員の一日あたりの在校時間の平均値

です。教員の勤務時間は一日 7 時間 45 分ですから、平均で毎日 3 時間以上の残業をしている状況が続い

ています。「教員の働き方改革」という言葉があるように、在校時間が長いのが一つの課題となっています。

要因は様々であると捉えていますが、改善をするためには小さなことからでも積み重ねていくことが必要

だと感じています。例えば、これまでは教員が取りまとめていた検定試験について、教員が集金したり、

勤務時間以外の試験監督をしたりすることを保護者の方々にお願いをしました。学校地域支援本部が募っ

たこの試験監督ボランティアには多くの参加希望が寄せられ、参加した方からは「目の前の子どもたちの

真剣な姿に感動した。」といった感想を聞き、大変うれしく思いました。こういった活動を増やしていくこ

とを検討し、教員が「本来の仕事」に正対し、今以上に児童生徒に寄り添う時間を充実させるとともに、

教員のライフ・ワークバランスを保ちたいと考えています。 

 右の写真は本校と併設している総合体育館入り口に展

示された「聖火リレーに使用されるトーチ」を見学してい

る児童の様子です。東京 2020 大会が直前となり、無事に

開催できる事を願うばかりです。本校は 8 月 30 日から、

4 日間かけて全校児童生徒が観戦に行く予定です。テレビ

などでは伝えきれない競技会場ならではの臨場感を肌で

感じてきたいと思っています。この取組では児童生徒の安

全確保を目的に保護者の方に引率ボランティアを募集す

る予定です。今後とも様々な場面で保護者・地域の方に協力を仰ぎながら、教育活動を充実させていきた

いと考えています、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 

日野学園だより 

品川区立日野学園            

                    校長  堀井 昭宏      
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6月 12日（土）は、「５－９日野学スポーツデー」でした。今年は準備の段階から天気に恵まれ、当日も
さわやかな青空の下で開催することができました。昨年度と同様、プログラムを縮小し、保護者の参観人
数も制限する中での実施でしたが、児童生徒たちは精一杯の力を発揮することができていました。安全な
実施のためにご協力いただいたすべての皆様、ありがとうございました。 

≪５年表現 Believe御神楽≫                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

≪６年表現 6代目ソイヤ ～GOLD POSITIVE～≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪７年表現 ソーラン節 ‟ハートフルフルフルパワー♡”≫  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５－９ 日野学スポーツデー開催！ 

代々６年生はソイヤを踊るのが伝統です。今年は６代目です。 

「GOLDPOSITIVE～輝く団結の道～」をテーマに、伝統に＋１

した振付では、実行委員が中心となってみんなで踊りこみ、全員

合格を果たしました。隊形移動や、GOOD、GOLDの波文字作りは、

みんなの心を合わせることで完成できました。 

＋１サイズが大きくなった扇も輝き、みんな誇らしげでした。

多くの方からあたたかい言葉をいただき、次につながる取り組み

となりました。また、色別でのリレーや応援合戦でも、応援団中

心に、子どもが主体的に活動し、工夫する姿や励まし合う様子が

見えました。集大成と成長を感じる行事になりました。 

期間中の体調管理、励ましの言葉等、保護者のみなさまの支え

に感謝です。ありがとうございました。 

 

 

 

私たちの今年のテーマは、学年目標にちなんで「ハートフ

ルフルフルパワー♡」でした。今年はクラスごとの発表もあ

り、それぞれのクラスが実行委員を中心に趣向を凝らしたソ

ーラン節を披露しました。学年全員でのソーラン節では、

「かまえ」の合図でみんなの心を１つにして最後まで一生懸

命踊った姿で、皆さんの心に温かさをお届けできていたら

嬉しいです。 

１つの大きな行事が終わりましたが、ここからが７年生の

「始まり」だと思っています。「虹」色の個性を大切にし、笑顔

いっぱいの温かい学年にしてまいりますので、これからもどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 御神楽は右手に扇子、左手に錫杖をもちながら踊るの

でとても難しいです。その難しい御神楽をよく覚えて披

露することができたのは、５年生みんなの素直さやひた

むきな心があったからだと思います。「動きが分からな

い」「難しい、できない」と言いつつも、何度も何度も繰

り返し練習して、一生懸命に踊る姿にはいつも感心させ

られました。また、タブレットを使って自分の動きを何

回も確認しながら、練習に励んできました。学年全体で

つくる動きも、全員が心を一つにして合わせるのに苦労

をしましたが、学年目標である「Believe」を意識して、

友達を信じ、自分を信じて踊ることができました。今後

も一致団結して、仲良く学校生活を過ごしていけるよう

頑張ります。 



  

 
≪８年表現 集団行動 ～One Journey～≫  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≪９年表現 LAST PERFORMANCE 【結】≫   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

今年の表現のテーマは「One Journey～離れていても 

心は一つ～」学年目標の「One」に「Journey」を掛け合わ

せ、「みんなで一つの旅に出る」、をテーマに集団行動を

作りました。この困難な表現の中で、「温かい表現」「感動

させる表現」をゴールとして、一致団結して一つになりまし

た。ただ歩く、ただ止まる、という単純な行動の中でも、声

をかけ合い、気持ちを切らさずに練習に取り組みました。

この表現を通して、全力を尽くすこと、自分のことばかり考

えるのではなく、周りの子への気配り、心配りをすることを

学びました。 

これから 8 年生は、9 年生徒の代替わりで、名実ともに

学校を引っ張る立場となります。何事も手を抜かず、一生

懸命な姿を示し、応援される学年を目指していきます。 

 

とんでくぐってマンボウ Run！ １００M走 全員リレー 

３階外通路からの観戦風景 四方綱引き 

今年の表現のテーマは「結」。７年生からの想いを結

ぶ、人と人とを結ぶ、実を結ぶ、そして日野学園をひとつ

に結ぶ。そんな気持ちから実行委員が話し合い、このテ

ーマに決定しました。使用した楽曲も、先輩たちから繋い

だバトンを私たちが結び、新たにスタートするという意味

を込めて「ＳＴＡＲＴ」という曲を選びました。 

コロナ禍で、制限されることも多い中、全力で、ひとりひ

とりが今できることをやり遂げることができた表現だと思い

ます。この表現を通して気付くことができた、先生方や保

護者の方、支えてくれた友達や後輩たちへの感謝の気持

ちを忘れずに、結んだバトンをしっかり渡していけるよう、

これからも９年生全員で精一杯頑張っていきます。 

 

団結！大玉送り！ 

 



  

≪新しく教員が着任しました≫ 

前期課程5組に新たに〇〇〇〇教員が着任いたしましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

※7月 26日～29日は、８年生のみ授業日となります。（6時間授業×4日間） 

※2学期の始業式は、9月 1日（水）です。 

≪ お知らせ ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪メディアセンターからのお知らせ≫ 

 

 

 

 

１ 木 期末考査(5-9) 17 土  

２ 金 期末考査(5-9) 18 日  

３ 土 引取訓練(1-6) 地域班下校訓練(7-9) 
オンライン授業練習 

19 月 ※授業日です。海の日は 22日へ移動しています。 

４ 日 PTA水辺の安全教室(ｵﾝﾗｲﾝ) 20 火 終業式 

５ 月 午前授業(1-9) 21 水 夏季休業(始) 

６ 火 学習確認テスト(9) 委員会活動(4) 常任委員会 22 木 海の日 

７ 水  23 金 スポーツの日 オリンピック開会 

８ 木 中央委員会 24 土  

９ 金 離任式(ｵﾝﾗｲﾝ) 25 日  

10 土 地域清掃→中止 26 月 8年夏期講習会 1日目  PTAラジオ体操 

11 日  27 火 8年夏期講習会 2日目  PTAラジオ体操 

12 月 保護者会(1-9)(ｵﾝﾗｲﾝ) 28 水 8年夏期講習会 3日目  PTAラジオ体操 

13 火 校外学習(5･6)延期 校外学習(8) 29 木 8年夏期講習会 4日目  PTAラジオ体操 

14 水 縦割り遊び(1-4) 防犯教室(1-9)中止 30 金 PTAラジオ体操 

15 木  31 土  

16 金   

７月の行事予定  

 

◆ 5年生日光林間学園（8月 2日～3日）について 

昨今の新型コロナウィルス感染症の染状況等を考慮し、中止となりました。延期による実施はありませ

ん。 

◆水泳指導について 

 7月 12日（月）より、全学年で水泳の授業を予定しています。水泳に必要な用具をご準備いただきます

ようお願いいたします。また、プール施設内でマスクを外すためマスクが濡れてしまう恐れがあります。

水泳の授業がある日は替えのマスクも持たせてください。 

◆学校閉庁日について 

8月 10日(火)～13日(金)は学校閉庁日です。教職員は出勤しませんのでご了承ください。 

◆夏季休業日中のオリパラ学校観戦日について（当該の学年のみ授業日扱いとなります） 

・8月 30日（月）：8年生、9年生、後期課程 5組のパラリンピック観戦（車いすテニス） 

・８月31日（火）：１年生と２年生のパラリンピック観戦（ボッチャ） 

◆夏休みの開館日：８月２日（月）、３日（火）、26日（木）、27日（金）の 4日間です。 

時間は、10時 00分～12時 00分です。  ※最終返却日は 9月 10日です。 

◆蔵書点検日：8月 19日（木）、20日（金）の2日間、蔵書点検を行います。 

はじめまして。品川区立城南小学校から来ました。元気いっぱいの日野学園の皆さんと一緒に学習

できるのを嬉しく思っています。これからよろしくお願いします。【〇〇〇〇】 

                                     

 


