与野西北小だより
平成２９年６月１日

学校教育目標
◇ 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－

第３号

「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/inndex
【与野西北小学校の子どもをみんなで育てましょう。
】

豊かな実りが期待できる温かな土壌
校長

佐藤 健

日

曜

月の主な行事

１

木

新体力テスト 内科検診５・６年 後援会総会
いじめ撲滅強化月間（～３０日）

２

金

木曜日課５時間 新体力テスト 個人面談①

土 休業日
３
５月２７日（土）に開催しました運動会では、保護者
の皆様、地域の皆様に温かい応援をいただき誠にありが
日 休業日
４
とうございました。子どもたち一人ひとりの汗が光り、
木曜日課５時間 新体力テスト 個人面談②
月 教育実習開始（～23 日）
５
努力したことに自信がもてる素晴らしい運動会となり
木曜日課５時間 新体力テスト 個人面談③
ました。
火 学校評議員・学校関係者評価委員会
６
さて、運動会前の２４日（水）に５年生全学年が田植
水 新体力テスト 委員会
７
えを行いました。これは、地域にお住まいの金杉一郎様
木曜日課５時間 個人面談④ ４年自転車免許
のご協力により、学校脇の田んぼをお借りし、例年実施
木 講習会 プール清掃６年 施設開放委員会総会
８
している体験活動です。当日は、金杉様をはじめて地域
木曜日課５時間 個人面談⑤ ４年校外学習
金 安全点検
９
の「グリーンサークル」のたくさんの皆様方に、植え方
等教えていただきながら田植えを行いました。初めて田
土 休業日
10
んぼに入ったという子どもが多く、素足での土の感触に
日 休業日 避難場所一斉訓練
11
驚いておりました。一クラスずつ、丁寧に教えていただ
ＰＴＡ理事会 給食費口座振替日
いたお蔭で、田んぼ一面にきれいに苗を植えることがで
月 スクールカウンセラー来校 水泳指導開始
12
きました。今は、まだ小さな苗が初夏のさわやかな風に
火 縦割朝会 ４年個人面談
13
吹かれている様子が見られ、すがすがしさが感じられま
学校公開日（３・４校時）
す。
水 ５・６年携帯インターネット安全教室（３校時）
14
このような体験は、なかなかできる体験ではありませ
木 防犯ボランティア会議
15
ん。地域の皆様の協力があって、初めてできる体験です。
地域の方々から直接教えていただいたことで、米づくり
金 ６年校外学習
16
について学ぶことができましたが、それだけではありま
土 休業日
17
せん。地域の方々と触れ合い、地域で米作りしている
方々の努力を学ぶこともできました。また、子どもたち
日 休業日
18
は、自分たちが地域の方々から協力していただいてい
校内硬筆展（～７／７） ２年町たんけん
月 早ね早起き朝ごはんデー
19
る、見守られている、大切にされているということも実
感できたのではないかと思います。
火 音楽朝会 １年校外学習（与野公園）
20
６月は、さいたま市で「いじめ撲滅強化月間」に位置
水 クラブ ２年町たんけん １年校外学習予備日
21
付けられております。これは、改めていじめ問題につい
木 月曜日の時間割（６校時は木曜日の時間割）
22
て考え、いじめが起きない集団や学校を作ろうとする意
識を高め、いじめの未然防止に向けた取組を推進するこ
金 避難訓練 ノーテレビ・ノーゲームデー
23
とを目的としております。
休業日 硬筆展県展（越谷市立桜井南小）
土
24
市展（うらわ美術館）
本校では、「与野西北小学校いじめ防止基本方針」を
休業日 硬筆展県展（越谷市立桜井南小）
策定し、「心と生活のアンケート」を３年生以上に年３
日
25
市展（うらわ美術館）
回実施して児童の状況をつかみ、必要に応じて担任が面
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー来校日
月
26
談したり、児童が悩み事を相談できるさわやか相談室を
火 ５年舘岩自然の教室
設置したりする等の取組を実施しております。
27
このような具体的取組の充実は、更に推進して参りま
５年舘岩自然の教室 クラブ 教育相談日
水 ２年町たんけん予備日
28
すが、より一層充実を図りたいのは、いじめを起こさな
い温かい心づくりだと思われます。友だちの苦しみを理
木 ５年舘岩自然の教室 給食試食会
29
解したり、友だちをいたわったりする温かい心は、温か
金
30
い土壌があって育まれるものであると思います。その土
壌とは、家庭であり地域であると思います。
【安全点検の結果、異状はありませんでした。】
本校には、上記のような体験できる温かい地域があり 【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。
ます。子どもたちにどのような豊かな実りをもたらす
◇ 自動車での来校はご遠慮ください。
か、これから楽しみです。

＊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
与野西北小学校の教育活動－
６/１現在児童数 男子５０４名 女子５１２名 計１０１６名

＜さわやか相談室＞

毎週水曜日
【６月の開室日】 ７日,１４日,２１日,２８日
午後１時～午後３時３０分（要事前申込）

名

学校歳時記【５月・皐月】
15
掲額式 ２日(火)
内田前校長をお迎えして、校長
室に写真を掲げる式を行いました。
本校職員とＰＴＡ役員の方にも同
席していただき、盛大に執り行う
ことがました。
３年生 リコーダー教室 ２日(火)
３年生から、リコーダーの学
習が始まります。どうやって演
奏するのか、興味深く見つめて
いた児童ですが、講師の先生の
説明や演奏から、だんだんでき
そうな気持ちになりました。お
そるおそる吹いたシの音…ホールに、響きました！
ＰＴＡ総会 １９日(金)
新執行部、役員、事業案、予
算案等が承認されました。平成
２９年度が、新体制でスタート
しました。当日は、ご多用にも
関わらずご出席いただきありが
とうございました。
５年生 田植え ２４日(水)
５年生が、田植えを体験しました。元本校後援会長
の金杉さんの田を１枚お借りして、近隣のグリーンサ
ークルの方々の指導のもと、苗を植えることができま
した。夏を思わせるような天候で
したが、水の中は気持ちよさそう
でした。一人ひとりが後ろに進み
ながら、田に張られた縄に沿って、
丁寧に植えていきました。
秋の実りが楽しみです。

運動会のご協力、ありがとうございました
心配していた天気ですが、太陽も顔をだし、
どうにか回復してくれました。
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。教員からは「本番が一番
いい演技だったね。
」という声もありました。
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、
幼童競走受付、学校周囲の見回り、トイレの環
境整備等数えきれません。今年度は後片付けに
も多くの保護者の方にお
手伝いいただきました。
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
正門での案内
めて感謝申し上げます。

幼童競走受付

自転車の整理

舘岩自然の教室に向けて

５月９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年生児童は、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
６月はいじめ撲滅強化月間
わただしい中ですが、有
意義に過ごし、また、児
～ あなたの勇気が、笑顔を取り戻す力になる ～
５月３０日(火)の講話で、佐藤校長から、ぽかぽかこ 童一人ひとりが責任をも
って役割を果たせるよう、
とばのお話がありました。「ありがとう」「また遊ぼう」 自然の教室に向けて取り
「頑張ったね」という言葉は、気持ちが温かくなります。 けて取り組んでいます。
そういう言葉がけで、気持ちよく毎日の生活ができると
給食費等の引き落とし
よいですね。言われて嫌な気持ちになる、
期日：6 月 12 日（月）金額：4,100 円＋10 円
とげとげ言葉は使わないようにしましょ
うというお話もありました。相手を大切
にしている人は、言葉遣いにも気を付け
ているということですね。

＊９日（金）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 6 日(火)7 日(水) 金額：2,400 円

