与野西北小だより
平成３０年１２月３日

第８号

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－

「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。
】

成長の糧
校長

佐藤 健

日曜
1 土 週休日
2 日 週休日
3 月 A

主な行事予定

１１月１６日（金）１７日(土)に、恒例のドレミファコ
ンサートを開催いたしました。特に１７日には、多くの
講話朝会 １・２・３年授業参観懇談会
保護者、地域の皆様に参観していただきまして、本当に 4 火 A １年オープンチャレンジ
ありがとうございました。
水６委員会 なかよし小・中交流会（八王子中）
今回のドレミファコンサートに向けて、子どもたちは 5 水 A
学級で学年で繰り返し繰り返し、同じ曲を歌い、演奏し 6 木 A 歯科健診（8:40～全学年）
なかよし交流会予備日
練習してきました。各学年で練習が始まった１０月初旬
からは、校内中に子どもたちの歌声、演奏が響きわたり 7 金 A ４・５・６年なかよし 授業参観懇談会
６年薬物乱用防止教室（体育館）
ました。そして、日々練習を重ねてくると、歌声、演奏が
洗練されてくるのがよくわかりました。各学年の練習の 8 土 週休日
様子を何回か参観しましたが、歌声や演奏だけでなく、 9 日 週休日 さいたま市管楽器連盟演奏会（午前：第３部）
態度も練習を重ねるごとに堂々としてきました。また、 10 月 B 特別日課５時間 一斉下校 安全点検
ＰＴＡ理事会・全体会 給食費引き落とし日
練習に取り組む真剣さも変わってきました。
縦割朝会 登校指導
当日参観していただいた保護者や地域の方々からは、
11 火 B
１年昔遊び（３，４時間目）
「真剣にがんばる姿が素晴らしい」とお褒めの言葉をい
ただきました。また、子どもたちからは、本番の緊張に負 12 水 B ４～６年水６授業 教育相談日
けず、これまでの努力の成果を出し切ったことで自信や
13 木 B 表彰（ＴＶ）朝会
達成感がもてたという感想がたくさん聞かれました。
「いつもわたしは、メロディアンをまちがえていたとこ 14 金 B 特別日課６時間
ろが今日できたことがとってもうれしかったです。」
15 土 週休日 土曜チャレンジスクール
「ドレミファコンサートで自分は、できたと思いました。 16
日 週休日
れんしゅうでは、すこししっぱいしたこともあったけ
17 月 (B) 特別日課５時間
ど、ほんばんではせいこうしてうれしかったです。」
「練習の時にあまりうまくいかなかったけど、また練習 18 火 (B) 特別日課６時間
したり先生におそわったことなどをいかしたりして、 19 (B) 特別日課５時間 給食終了
水 早寝早起き朝ごはんデー
みんなに聞かせることができました。リコーダーは、練
習の時、ちょっとだけまちがえたけど、練習をつみかさ 20 木 (B) 特別日課３時間
ねていったらまちがえることなくできました。本番で 21 金 (B) 終業式 通常３時間
は、え顔でまちがえたりしないできれいな声などでう
22 土
週休日
まくできて、とってもよかったです。」
23 日
天皇誕生日 ノーテレビノーゲームデー
子どもにとって、人前で発表するということは、緊張
を強いられます。自分にプレッシャーを与えることにな 24 月 振替休日
ります。子どもたちは、人前で発表するプレッシャーを、 25 火 冬季休業日
練習を重ね、努力することではねのけたことが感想から 26 水 冬季休業日 埼玉県管楽器連盟演奏会（第４部：午後）
伝わります。この成功体験が、子どもたちの成長にとっ 27 木 冬季休業日
て大切な宝物となるでしょう。また、コンサートを終え
たお子さんに、ご家庭でもたくさんのお褒めの言葉をか 28 金 冬季休業日
けていただいたのではないでしょうか。これも大きな自 29 土 閉庁日 冬季休業日
30 日
閉庁日 冬季休業日
信につながります。
子どもたちは、これから成長する中で、様々な緊張を
31 月
閉庁日 冬季休業日
強いられる場面や、プレッシャーを与えられる場面に遭
【安全点検の結果、異状はありませんでした。】
遇することでしょう。そのような時に、このような努力 【保護者の方にお願い】
を重ねたことによる成功体験が、困難をはねのける力強 ◇ 来校時には名札を着用してください。
いバネとなると思います。困難に負けず、努力すること ◇ 自動車での来校はご遠慮ください。
で自分の「成長の糧」にできる、そのようなような経験
＊緊急の用事で自動車で来校するときは
を本校の教育の中で積ませていきたいです。
職員室へお知らせください。

１１/３０現在児童数 男子４８２名
女子５１３名 計９９５名

入賞おめでとう

<作文コンクール>
小中合同音楽会

１１月８日（木）彩の国芸術劇場において、小
中合同音楽会が開催され、５年生が参加してきま
した。５年生は練習の成果を発揮し、「Take off!-夢
に向かって-」で
は、夢に向かっ
て力強く進む気
持ちを、「笑顔に
あえる」では、
笑顔の大切さを、
豊かな歌声に乗
せてホールいっ
ぱいに響かせて
きました。

親子ふれあい広場
１１月１０日（土）ＰＴＡによる一大イベント「親
子ふれあい広場」が開催されました。工夫を凝らした
体験やお店、ゲームが数
多くあり、親子の触れ合
いが深められる 1 日とな
りました。ＰＴＡ、ボラ
ンティアの皆様、ありが
とうございました。

【優良賞】
１年
２年
３年
４年
５年
６年
【入選】
１年
２年
３年
４年
５年
６年

<陸上記録会>
【１００ｍ走】
（男子）
（女子）

第1位
第1位
第6位

【大会新】

【８０ｍハードル走】
（男子） 第1位
（女子） 第1位

【大会新】
【大会新】

【走り幅跳び】
◇お知らせ◇
○給食費の引き落としについて
１２月１０日（月）は、給食費（４１００円＋
手数料１０円）の引き落とし日です。口座残高の
確認をお願いします。
○１２月のさわやか相談室開設日
５日、１２日、１９日 午後１時～午後３時３０分
（要事前申込）です。
○賞状作成ボランティアを募集します。
本校では「入賞おめでとう」コーナーで紹介さ
れている多くの児童に賞状を渡しています。その
賞状に児童の名前を記すボランティアの方を募集
しています。ご協力いただける方、興味がある方
は、教頭までご連絡ください。

（男子） 第2位
（女子） 第4位
【４００ｍリレー】
（男子） 第1位
（女子） 第1位

中央区陸上記録会
１１月７日（水）駒場スタジアムにおいて、中央
区陸上記録会が開催され６年生が参加してきました。
練習の成果を発揮し、多くの児童が、自己のベスト
記録を更新することができました。目標に向かって
努力する経験や体を動かす気持ちよさを味わうこと
ができました。応援ありがとうございました。

