与野西北小だより
平成３０年３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－
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「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。
】

その次を見据えて
校長

佐藤

健

先月は、韓国の平昌（ピョンチャン）で開催された冬
季オリンピックで世間は大いに盛り上がりました。講話
朝会でも、子どもたちに「日本のメダルの数も気になり
ますが、それだけでなく、色々な競技で世界一流の選手
たちが技を競い合うのでそれも楽しんで刺激を受けてほ
しい」と話しました。私自身も、毎日テレビで放送され
るオリンピックの競技にくぎ付けでした。例えば、スノ
ーボードのビッグエアのダイナミックな演技やフィギュ
アスケートの圧巻の演技等に只々「すごいなあ」
「がんば
れ」と思うばかりでした。特に、カーリングは、男女の
日本チームの躍進もあり、注目しました。精神力や技術
の高さだけでなく作戦も勝敗を大きく左右する等、素人
の私が見てもその難しさや面白さを味わうことができま
した。一投一投がもつ重みや、その一投で展開が大きく
変わること、何手も先を読む難しさ等、それゆえ「氷上
のチェス」と言われることがよく分かりました。
また、スピードスケート女子５００ｍで金メダルに輝
いた小平奈緒選手が、同じく銀メダルを手にし、ゴール
直後に泣き崩れている韓国のイ・サンファ選手を抱きか
かえて慰めている姿、カーリング女子の涙を流す日本選
手をスウェーデンの選手が抱きしめる姿は、国を越えた
友情の素晴らしさ、スポーツマンシップの美しさを感じ
させ、見ている人に感動を与えました。きっと、子ども
たちも、この平昌オリンピックを通して、様々な感動や
刺激をたくさん受けたことと思います。
このオリンピックでは、選手のインタビューの中で４
年後の北京オリンピックに向けての発言をした選手が多
かったのも印象的でした。フィギュアスケート男子の金
メダリスト羽生結弦選手は、足の怪我が完治していない
にもかかわらず試合後数日で北京オリンピックに向けて
練習を開始し、そこでの目標を口にしておりました。連
覇し、素晴らしい成果を収めても、現状に満足すること
なく「次を見据えて」更なる上を目指す姿勢は、本当に
見習うものがあります。
子どもたちは、まもなく今の学年を修了いたします。
このことに満足することなく、
「次を見据えて」行動を開
始することを願います。３月はまとめの時期と言われま
すが、このまとめをしっかり行うことが次の学年を見据
えての行動です。
本校においても同様です。昨年実施させていただいた
学校評価アンケートでは、保護者、地域の皆様から高い
評価をいただきました。結果の詳細については後日文書
でお伝えさせていただきますが、現状に甘んじることな
く、平成３０年度を見据えて、より高みを目指して準備
を抜かりなく行って参ります。
一年間、保護者、地域の皆様には、本校へのご支援、
ご協力を多大に賜り、誠にありがとうございました。
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曜

３月の主な行事
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木

学校レク
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４・５年・なかよし学級授業参観・懇談会
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休業日
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委員会

８

木

６年出前授業（八王子中来校）
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金

安全点検
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土

休業日 土曜チャレンジスクール ウィン
ドアンサンブルお別れコンサート
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日

休業日

12

月

ＡＢＣタイム ＰＴＡ理事会・全体会 図書ボランティア
読み聞かせ（低） 大掃除週間（～１６日）

13

火

表彰朝会

登校指導

14

水

登校指導

教育相談日
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木

登校指導

中学校卒業式
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金

登校指導
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土

休業日
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日

休業日

19

月

給食終了４時間授業 児童下校１４：００
卒業
式予行 図書ボランティア読み聞かせ（低） 早
寝早起き朝ごはんデー

20

火

３時間授業 児童下校１２：００

21

水

春分の日

22

木

23

金

卒業証書授与式（１～４年８：４０下校 ５
年１２：２０頃下校）
３時間授業 ６年臨時休業日 児童下校１
２：００ ノーテレビノーゲームデー

24

土

休業日

25

日

休業日

26

月

修了式 ３時間授業 ６年臨時休業日

27

火

学年末休業日（～３１日）

28

水

29

木

30

金

31

土

開校記念日 一斉下校 図書ボランティア
読み聞かせ（高）
講話朝会 １・２・３年授業参観・懇談会 登
校指導

登校指導

登校指導

【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
与野西北小学校の教育活動－
３/１現在児童数 男子５０２名 女子５１７名 計１０１９名

学校歳時記【２月・如月】
クラブ発表会

１４日(水)

＜さわやか相談室＞
【３月の開室日】
毎週水曜日
７日、１４日
午後１時～午後３時３０分（要事前申込）

３年生は、４年生になるとク
ラブ活動が始まります。クラブ
見学が前の週にありました。こ
の日は、体育館でクラブ発表が
ありました。音づくりクラブ、
ダンスクラブ、縄跳びクラブが発表しました。その後教
室に戻り、映像で現在活動しているクラブの紹介を見ま
した。

学校保健委員会

１５日(木)
丸山記念総合病院副院長、丸
山正統先生をお迎えして、「思
春期における諸問題」というテ
ーマでご講演いただきました。
案内文には性教育となってい
ましたが、第２次性徴の話には

平成３０年度４月授業参観・懇談会のお知らせ
来年度の授業参観・懇談会について、お知ら
せいたします。よろしくお願いします。
４月１６日（月） ５，６年，なかよし学級
４月１７日（火） ３，４年
４月１９日（木） １，２年

平成３０年度４月、５月の主な行事
４月 ９日（火）
４月１１日（水）
４月１７日（火）
４月２３日（月）
５月 １日（火）
５月２６日（土）
５月２８日（月）

始業式 入学式
給食開始
全国学力学習状況調査
一斉下校
引渡し訓練（午後）
運動会
振替休業日

じまり、女性特有の病気に至るまで、内容は多岐にわた
りました。人によって症状や悩みは違う。悩んだり困っ
たりした時には、
「とにかく病院に行こう！」という言
葉が印象に残りました。

縦割り朝会

１６日(金)

「じゃんけん列車」
「〇〇バス

転居の連絡をお願いします
今年度も残り少なくなりました。この時期は、
通常に比べて児童の転出入が多くなります。
転居予定について分かりましたら、速やかに
ご連絡ください。ご協力をお願いいたします。

ケット」
「輪くぐり」等、縦割
り班で１年生から６年生までが
学年を越え、みんなが仲良くな
れるようにとグループごとに楽
しい時間を過ごしました。６年
生がリーダーとなり、あっという間に時間が過ぎてしま
いました。６年生とこうして活動できるのもあと少しで
す。

中央区作品展

１９日(月)
中央区の特別支援学級・特別
支援学校作品展が、与野コミュ
ニティセンターで行われまし
た。路線バスに乗って見学に行
きました。６００点余りの個性
あふれる作品に目を輝かせて

いました。また、突然お見えになった教育長さんとお話
したり、他の学校の児童と交流したり、とても充実した
時間を過ごすことができました。

６年生「旅立ちの会」
これまでの成長を
示し、自分たちで創
り上げようと休み時
間も練習を重ねまし
た。内容の企画から
準備、当日の運営ま
で、全てを実行委員
が中心となって行い、児童のアイデアや思いが
たくさん詰まった会になりました。
オープニングでは、生き生きとしたエネルギ
ーを感じました。合唱
「あなたにあえて」の
歌詞「あなたに会えて
よかった。だから今の
わたしがいる。」から
は、一人ひとりの思い
が伝わってきました。

