目指す児童像
◇ みんなと協力する子（徳育）
◇ 自分の力で考える子（知育）
◇ 心身ともに健康な子（体育）
◇ 人との関わりを大切にする子（響育）

与野西北小だより
平成２８年１２月２４日
与野西北小学校

－子どもたちのスローガン－
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【与野西北小学校の子どもをみんなで育てましょう。
】

家族の一員として
校 長

内 田 宏

夜空に輝くオリオン座を見ると、本格的な冬になっ
たなと感じます。
今年度は１学期に運動会を行ったので、２学期は、学
習に落ち着いて取り組めたように思われます。また、
校外学習、周年行事等もあり、子どもたちの活躍の場
面も多くみられました。
本日、子どもたちに「かがやき」（通知票）を渡しま
した。一人ひとりの成長の様子をお伝えします。この
４ヶ月間、学習はもとより様々な行事を通して子ども
たちは大きく成長しました。子どもが頑張ったこと、
出来るようになったこと、以前より伸びたこと等を素
直に認め、誉めてあげてください。課題として残って
しまったことがあったら、どのようにしていったらよ
いか親子で十分話し合っていただきたいと思います。
さて、明日から冬休みになります。私が子どもの時は
大掃除の手伝いをした思い出があります。なかでも障
子の張替えは楽しい手伝いでした。張替えをする前に、
普段は破いてはいけない障子に、指で穴をあけていく
ことが楽しく、１年に１度許されることだったので、
進んで手伝いをしました。また、元旦には、家族そろっ
て「あけましておめでとうございます」と挨拶を交わ
し、お節料理を食べた思い出もあります。普段会って
いる家族なのですが、改まって挨拶を交わすことが、
なんとなく恥ずかしくもあり、１年の始まりなのだと
気持ちがひきしまったことを覚えています。
冬休みは、日頃経験できない伝統的な行事などにふ
れることのできるよい機会です。ぜひ、それらがもつ
意味を体験を通して子どもたちに伝えてあげることが
できたらと思います。
本日の終業式で、子どもたちに「家の手伝いをしっか
りしましょう。」ということを話しました。冬休みはお
正月を迎えるので、家の手伝いをする機会がたくさん
あります。是非、家族の一員として家のお手伝いをさ
せていただけたらと思います。
また、お正月は、親戚やお客様に挨拶をする機会が増
えます。本校の子どもたちのよいところの１つ、「挨拶
がしっかりできる」ことを実践できるよい機会です。
普段会わない方にも気持ちのよい挨拶ができるよう、
声掛けをお願いします。併せて、ご家庭でも「くつをそ
ろえる」ことを実践していただければと思います。
２学期の間、学校そして子どもたちを支えてくださ
りました保護者・地域の皆様に深く感謝申し上げます。
新しい年が地域、家庭、学校に、そして子どもたちにと
って素晴らしい年であることを祈念いたします。
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【安全点検の結果、異状はありませんでした。】
【保護者の方にお願い】
○来校時には名札を着用してください。
○自動車での来校はご遠慮ください。
＊緊急の用事で自動車で来校する際は、職員室へお知ら
せ下さい。

にこにこ しっかり 美しく
一人ひとりが生き生きと輝く個性をはぐくむ与野西北小学校の教育活動
１２／2２現在

男子：４８５名

女子：５２７名

学校歳時記【１２月・師走】
歯科健診

１日(木)

むし歯のない児童が春の健診の
時よりも多くなりました。日頃か
ら歯の健康について気を付けてい
るからだと思います。間もなく冬
休みですが、休み中も食後の歯み
がきを忘れないようにしましょう。

一斉下校

合計：１０１２名

学級増に伴う工事が始まりました
12/5 から西門付近で工事が始まりました。
（工
期：12/5～H29.2/28）来年度の学級増に伴い、１
教室分を改築します。工事中は、西門から工事車
両の出入り、資材の搬入があります。児童の登下
校には影響ありません。また、３学期から教育相
談室が使用できません。来年度に向けての準備と
ご理解いただければ幸いです。

１２日(月)

下校時は、校外指導部の方々に
も付添っていただきました。朝の
立哨指導では、保護者の皆さんに
見守られ、２学期も登下校は無事
故。ありがとうございました。

運動朝会(大なわ)

１３日(火)
２分間で何回跳べるか。みんな
で声を掛け、苦手な子を励まし、
クラスみんなで取り組みます。次
回は、この日よりも多く跳べるよ
うにと、休み時間にクラスで練習
する姿が見られます。

冬休みを迎えるにあたって
期間 平成２８年１２月２３日（金）～
平成２９年１月５日（木）

～その１：交通事故防止と安全な生活～
暦の１年を終えるこの時期は、様々な行事が重な
り、子どもたちにとって心躍る時期となります。こう
した時こそ落ち着いた生活をしたいものです。そし
て、交通事故防止に努めましょう。学校でも継続指導
をして参ります。ご家庭でも、よろしくお願いします。
・出かける際、時間に余裕をもって行動する。
・家の人に行先や帰宅時刻を伝えていく。
・子どもだけで人ごみに出掛けない。

与野西北小「歯科保健優良校」に！
本校は、歯の健康について
大切に考え、取り組んできま
したが、この度、歯科保健優
良校に選ばれました。これも
保護者の皆様のご協力の賜物
乳歯のむし歯が永久歯を溶かす
と感謝いたします。
ところで、乳歯のむし歯を軽く考えてはいませ
んか？実は、乳歯のむし歯をそのままにしておく
と、最悪の場合、永久歯がむし歯で生え変わるそ
うです。これからも、早期の治療を心掛けていた
だければと思います。
さて、本校では年２回の歯科健診を実施し、学
校歯科医さんに早期にむし歯を見つけてもらっ
ています。むし歯の進行が浅いうちに治療する
と、痛みがなく早くおわります。生涯の歯の健康
のために、早期治療が大切です。
これからも、歯の治療のお知らせ
があったら「すぐに歯医者さんへ」
を合言葉に、「８０２０運動」を実
践しましょう。いつまでも自分の歯
で食事ができるように、「８０歳で
２０本」の健康な歯を目指して。

入賞おめでとう

～その２：不審電話への対応～
学期末の前後は、いわゆる不審電話の発生率が高く
なります。巧妙な手口で住所や電話番号を聞き出すこ
とや、時には、悪質な(強引な)誘いの内容の電話もあ
ります。学級の役員さんや、お子さんの友達の保護者
を装い、複数の子どもたちの情報を得ようとすること
もあります。与野西北小学校では、学級連絡網を作成
していません。不審に思われた場合は、
「わかりませ
ん。
」と言って電話を切り、警察や学校へ連絡してくだ
さい。
◆浦 和 西 警 察 署 ：８５４－０１１０
◆与野西北小学校：８５３－０１０９
＊冬季休業中の学校は、１２月２６日(月)、２７日(火)、
２８日(水)、１月４日（水）、５日（木）が連絡を受け
付けられる日です。

＜人権標語コンクール＞
【入 選】

＜人権作文コンクール＞
【入 選】

