与野西北小だより
平成２８年６月１日

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）
－子どもたちのスローガン－
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「にこにこ・しっかり・美しく」
与野西北小学校 ℡853‐0109・Fax 853-6110・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://yonoseihoku-e.saitama-city.ed.jp
【与野西北小学校の子どもをみんなで育てましょう。
】

一 致 団 結
校 長

内 田 宏

爽やかな５月もあっという間に過ぎ行き、これから、梅
雨そして夏を迎えようとしています。先日の運動会は、初
めての春実施でしたが、多くの保護者・地域の方々に応援
をしていただき大成功のうちに終了することができまし
た。多くの場面での皆様のご協力に感謝申し上げます。
今年の運動会のスローガンは「一致団結」でした。この
「一致団結」ですが、広辞苑によると
「一致」二つ以上のものが、くいちがいなく一つになるこ
と。心を同じくすること。
「団結」人々が力を合わせ結びつくこと。
という意味があります。
競技・演技をする人、応援する人、係の仕事などで準備・
片付けをする人、さらに児童だけでなく、陰で支えていた
だいたＰＴＡ役員の皆様、競技・演技に温かい拍手を送っ
て下さった保護者・地域の皆様、教職員、与野西北小学校
に関わる全ての人が心を同じくし、一つになり、力を合わ
せ、まさに「一致団結」したからこそ、素晴らしい運動会
になったのだと思います。ありがとうございました。
運動会とは別のことでうれしいことがありました。先月
はいろいろな検診があったのですが、耳鼻科の先生が、今
年は与野西北小の児童の皆さんがとても落ち着いています
ね。検診を受けるときの態度が素晴らしいですねとほめて
くださいました。私も校内を回っていて今年は子どもたち
が特に落ち着いていると感じています。今後も落ち着いた
生活ができるよう、指導を続けていきたいと思います。
６月は全市を挙げての「いじめ撲滅強化月間」です。こ
の時期の児童は、新しい学年や学級の人間関係ができてく
ると同時に内面にストレスを抱え込みやすく、人間関係の
バランスを崩して学校生活に適応できないという問題が発
生しやすくなります。そして、いじめの認知件数が増加し
てくる時期でもあります。
本校では、いじめに繋がる言動には毅然とした態度で指
導し、人への思いやりや心遣いに対しては大いに褒めて認
めます。担任をはじめ全教職員が、保護者や地域の皆様と
協力して、子どもたちの真っすぐな成長を見守っていきた
いと思います。
この「いじめ撲滅」も 創立５０周年記念キャラクター
与野西北小学校全員で
西北五十丸
「一致団結」して取り組
（せいほくいそまる）
んでいきます。
ぜひご協力をお願いい
27 年度の卒業生
たします。
の原案です。

日

曜

６月の主な行事

１

水

委員会 新体力テスト プール清掃職員

２

木

３

金

木曜日課５時間・個人面談① プール清掃６
年 新体力テスト 後援会総会
木曜日課５時間・個人面談② 学校評議員・
学校関係者評価委員会 新体力テスト

４

土

休業日

５

日

休業日

６

月

７

火

８

水

１～３年交通安全教室 木曜日課５時間・個
人面談③
木曜日課５時間・個人面談④ 新体力テスト
代表委員会
耳鼻科検診１・３・５年 新体力テスト
木曜日課５時間・個人面談⑤

９

木

４年自転車講習会

施設開放委員会総会

10

金

６年社会科見学

給食費口座振替日

11

土

休業日

育成会そば打ち体験講座

12

日

休業日

避難場所一斉訓練

13

月

プール開き

PTA 理事会

14

火

縦割り朝会

50 周年実行委員会

15

水

４年校外学習

16

木

５年振替休業日 ２年地域探検

17

金

18

土

休業日

19

日

休業日 ５年舘岩自然の教室②
早ね早起き朝ごはんデー

20

月

５年舘岩自然の教室③

21

火

５年振替休業日 給食試食会

22

水

避難訓練

23

木

航空写真撮影 教育委員会保健室訪問・管理
訪問 ノーテレビノーゲームデー

24

金

音楽朝会

25

土

休業日

硬筆県展(日高アリーナ)

26

日

休業日

硬筆県展(日高アリーナ)

27

月

研修（６年算数研究授業）

28

火

縦割り朝会

29

水

クラブ

30

木

1～３年８０２０歯の健康教室

育成会総会

クラブ

５年舘岩自然の教室①

クラブ

特別支援公開日

１年校外学習

【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ときは
職員室へお知らせください。

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

６月は「いじめ撲滅強化月間」
☆あなたの勇気が、笑顔を取り戻す力になる。

与野西北小学校の教育活動－
６/１現在児童数 男子４８６名 女子５２６名 計１０１２名
名

学校歳時記【５月・皐月】
15
心肺蘇生法研修会
毎年この時期に行っている教職
員の研修です。２日(月)、ホール
で行いました。呼びかけ、呼吸の
確認、気道の確保…。毎年同じこ
とを研修していますが、いつもこ
の研修は緊張します。エピペンの取扱いを確認して、
この日の研修は終了しました。
４年生 けやきタイム「やさしい街って」
１１日(水)、埼玉県福祉教
育・ボランティア学習推進員さ
んを講師に招き、視覚障害に係
ることや盲導犬の役割について
学習しました。きゅうりを切る
スムーズな包丁さばきには、思
わず子どもたちから歓声が上が
りました。
障害を前向きにとらえ生きて
いくことの大切さを、子どもた
ちは真剣に受け止めて聴いてい
ました。
1 年生 そら豆のさやむき
１９日（木）
、今年も、１年生
の子どもたちが、そら豆のさやむ
きに挑戦しました。中の豆を取り
出して、「ふかふかのベットの中
にいるみたい。
」と子どもたち。
そら豆は塩ゆでし、給食の時間
においしくいただきました。

毎月 19 日は「食育の日」
さいたま市は、食育を通して市民の心と身体の健康
と、豊かな人間性、自然への感謝の気持ちを育むこと
を目指し、食育推進計画を策定しています。今年度の
重点は、「『確かな目をもって』食べる」です。その中
で、５つの食べるを目標に掲げています。
さ：三食しっかり 食べる
い：いっしょに楽しく 食べる
た：確かな目をもって 食べる
ま：まごころに感謝して 食べる
し：食文化や地の物を伝え合い 食べる

＜さわやか相談室＞

毎週水曜日
【６月の開室日】１日,８日,１５日,２２日,２９日
午後１時～午後３時３０分（要事前申込）

運動会のご協力、ありがとうございました
西北小では、春の運動会は初めて。絶好の青
空のもと、たくさんの方をお迎えしての運動会。
保護者の方々、地域の方々、懐かしい先生方や
卒業生の声援を受け、全員が練習の成果を発揮
することができました。
運動会では、今年も保護者の皆様から多大な
協力をいただくことができました。席取りの整
理、駐輪場への案内、自転車整理、来賓受付、
幼童受付、学校周囲の見回り、トイレの環境整
備等、数えきれません。いろいろな面で運動会
を支えていただきました。ご支援やご協力に改
めて感謝申し上げます。

正門での案内

自転車の整理

幼童競走受付

道路の標示

舘岩自然の教室に向けて
１０日(火)、自然の教室の保護者説明会を開催
しました。２泊３日の準備は大変かと思います
が、５年保護者の皆様、よろしくお願いします。
さて、５年生児童ですが、５月の管弦楽鑑賞
教室、田植え、運動会。６月は、体力テスト、
個人面談と行事が続きま
す。あわただしい中です
が、有意義に過ごせるよ
う、児童一人ひとりが責
任をもって役割を果たせ
るよう、自然の教室に向
けて取り組んでいます。
給食費等の引き落とし
期日：6 月 10 日（金）金額：4,100 円＋10 円
＊９日（木）までに、口座への入金をお願いします。

PTA 会費集金
期日：6 月 8 日(水)9 日(木) 金額：2,400 円

