与野西北小だより
平成 ２９年 ７月 ３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－

第４号

「にこにこ・しっかり・美しく」
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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。
】

学びあい

校長

佐藤 健

６月は、前号でご案内したように、さいたま市で「い
じめ撲滅強化月間」でした。本校でも取組を実施しまし
たが、その中で、
「ぽかぽかことば」が交わされる学校を
目指し、子どもたちから「ぽかぽかことば」を募集した
処、たくさん集まりましたので一部をご紹介いたします。
・お友だちになろうと言われてうれしかったです。
・ありがとうと言われてうれしかったです。
・うんどう会で負けてくやしいけど、がんばったねと言
われました。
また、
「今月の歌」の「いつだって！」を音楽朝会や各
学級で歌いました。歌詞の一番を紹介します（子どもた
ちの歌声は素晴らしいので、どのような歌かはお子さん
に歌ってもらってください）。
「いつだって！」
作詞・作曲 若松 歓
ひとりぼっちと思って いつまでも下を向くの
君が 笑うなら 君が 泣いたなら
ぼくも一緒にさけぶから
ぼくらいつだって みんな友達さ
この地球に生まれ そして 出会えたから
そうさ どこまでも 夢をえがきながら
歩き続けるんだ 明日へと 未来へと
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学校は、子どもたちが一緒に笑いあい、時にはぶつか
月 海の日
17
りあい、悩みながら仲間として学びあい育つ場です。こ
の歌の歌詞のように、友だち同士が思いやり、一緒にな
火 音楽朝会 給食終了 ４時間授業
18
って歩める子どもたちを育てたいです。
３時間授業 教育相談日 スクールカウンセラ
水 ー・スクールソーシャルワーカー来校
さて、先月の２７日（火）から２泊３日で５年生が舘
19
岩自然の教室に行ってきました。東北地方も梅雨に入り、
木 終業式 ３時間授業
20
期間中は梅雨空が続くかと思われましたが、舘岩に行っ
てみると、３日間とも晴天に恵まれ、計画通りの活動を
金 夏季休業日 水泳指導（２年・特別教室）
21
全て実施し、子どもたちは、思いっきり自然の教室を満
土
22
喫することができました。この自然の教室で５学年が立
てたスローガンは次の通りです。
日
23
「みんなで団結、高め合い 自然の中で絆を 強めよう」
水泳指導（１年・特別教室）
月
24
このスローガンのように、友だちと協力して食事の準
備・後片付けをしたり、一緒になってお風呂に入ったり、 25 火
水泳指導（２年・特別教室）
楽しく部屋ですごしたりしました。体験活動では、
「がん
水泳指導（１年・４年・６年）
水
26
ばれ」
「もう少しで頂上だよ」と声をかけあい、励ましあ
って前山登山をしました。ヤッホーポイントでは、グル
水泳指導（６年・３年・５年）
木
27
ープ「ヤッホッ」と大きな声を出して、やまびこが返っ
水泳指導（３年・４年・５年）
てくることを、一緒になって楽しみました。その他にも、 28 金
いわなさばきや源流探検、焼き板づくりでは、驚きや喜
土
29
びを友だちと分かちあい、キャンプファイヤーでは踊っ
日
30
て歌って友情を深めることができました。正に、自然を
教室として、子どもたちが一緒に学びあって、一回りも
【夏季休業日：８月２８日まで】
月
31
二回りも大きく成長することができた宿泊体験でした。
【安全点検の結果、異状はありませんでした。
】
学びあいができることが、学校教育の良さであると考
【保護者の方にお願い】
えます。学びあいを通して、子どもたち同士がふれあい、 ◇ 来校時には名札を着用してください。
結びつきあって、人間として成長ができます。子どもた
◇ 自動車での来校はご遠慮ください。
ちがお互いを尊重し、学びあい、未来へと歩き続ける子
＊緊急の用事で自動車で来校するときは
どもを育ててまいりたいと思います。
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－
７/１現在児童数 男子５０４名 女子５１２名 計１０１６名

学校歳時記【６月・水無月】
４年生 自転車免許講習会 ８日(木)
４年生が、正しい自転車の乗
り方を学習し、その後、自転車
免許証を受け取りました。日常
生活でも正しい行動をし、事故
に遭わないように心掛けてもら
いたいです。
６年生 プール清掃・プール開き
水泳の季節になりました。今年
も、６年生がたわしやモップでき
れいにプール清掃してくれました。
１２日(月)から学年ごとにプー
ル開きをしました。たくさん泳い
で去年よりもどんどん記録を伸ばしましょう。
避難訓練 ２３日(金)
火災による避難訓練でした。
スムーズな避難に、消防署の方
からもお褒めの言葉をいただき
ました。避難の後、３年生が煙
体験、４年生が起震車体験をし
ました。
５年生 舘岩自然の教室 27 日(火)～29(木)
梅雨の時期にもかかわらず、
すごく天気に恵まれた３日間
になりました。２日目の星空
観察も、曇っていた空が次第
に晴れて、きれいな星を充分
に堪能しました。
はじめは戸惑っていた子どもたちでしたが、生活の
すべてを自分たちでつくり上げることができました。

携帯・インターネット安全教室
ＫＤＤＩから講師を招いて、１４日(水)の学校公開
日に、５、６年生が学習しました。多くの保護者の方
にも参加していただきました。
近年は、スマートフォン等のトラブルが、子どもた
ちの間でも見られるようになり
ました。子どもたちが正しい知
識を身に付けるとともに、ご家
庭でも約束事を決める等、使用
する場合は、十分に話し合うこ
とが大切です。

＜さわやか相談室＞
【７月の開室日】 毎週水曜日
５日、１２日
午後１時～午後３時３０分（要事前申込）
♡ 夏季休業中の相談は、八王子中学校のさわや
か相談室（電話：８５４－８４８４）で受け
られます。開催期日や時間帯等の詳細は、後
日お知らせいたします。
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6/2(金)～6/13(火)の期間で実施しました。ご家
庭での様子等いろいろとお聞きすることがで
き、児童理解において参考になりました。今後
の教育活動に活かしてまいりたいと思います。
ご協力ありがとうございました。
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日頃より、児童の見守り活動へのご協力に感
謝しております。通学班登校について、確認し
ていただきたく、以下よろしくお願いします。
・連絡がなく集合時刻を５分過ぎた場合には、通
学班は出発します。
・集合時刻に間に合わない時は、必ず、保護者
の方が責任をもって児童を学校まで送ってく
ださい。
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６月１日（木）に与野西北小学校後援会総会が
開催され、正野進会長の議事進行のもと、今年度
の事業内容等が承認されました。早速、後援会費
納入の内容に賛同いただいたご家庭から、会費を
納めていただいているところです。
子どもたちの教育活動支援がより充実いたしま
す。後援会趣旨に賛同され、会費納入がお済みで
ない場合は、納入をお願いいたします。

校内硬筆展のお知らせ
＜期間＞ ６月１９日（月）～７月７日（金）
＜場所＞ 各学級の廊下
子どもたちは、一字一字、心を込めて書きま
した。期間中は授業参観もありますので、ぜひ、
ご来校いただき、渾身の作品をご覧下さい。

給食費等の引き落とし
期日：７月１０日（月）
金額：４，１００円＋１０円（手数料）
＊７日（金）までに、口座への入金をお願いします。

