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○今月のテーマ「２学期の過ごし方に」について考えてみませんか？
実り多き
「実り多き２学期にしていこう！」

馨

校 長

土 屋

校長 土 屋 馨

桜の花が散り、新緑の木々から爽やかな風が吹きわたると、もうゴールデンウィークは目前です。今
楽しい時は過ぎるのが早く感じられるとよく言われますが、
各家庭におかれましてはこの休み中はいかがで
年計画を立てられている家庭もあることと思います。県内でも花の名所をはじめ、歴史や伝統文化にち
したでしょうか。今朝の子どもたちの表情を見ていますと、真っ黒に日焼けした子どもの姿やまだ夏休み気分
なんだイベントがたくさん。楽しみながら家族で埼玉の魅力を体験することもよいのではないでしょう
が抜けきれず疲れた表情で学校生活のリズムに戻すには時間が必要な様子等見られましたが、
子どもたちは元
か。
気一杯に挨拶を交わし学校が始まるのを楽しみにしていた子どもたちも数多く見られました。その様子から、
さて、学校では一学期の始業式及び平成３１年度入学式も無事終わりいいスタートをきることができ
この夏休み期間中に多くの子どもたちは様々な経験を積み、
体も心も一回り大きく成長した姿に頼もしさを強
ました。子どもたちの様子を見ていますと多くの子どもたちは元気に明るく毎朝挨拶を交わしてくれて
く感じることができました。
います。その様子からも新しい学級や友だち、担任の先生との出会いに抱えていた不安が少しずつなく
また、この夏休み期間中何よりも大きな成果は、子どもたち一人一人が大きなけがや事故、病気等の発生が
なってきているのではないかと思いますが、各家庭ではいかがでしょうか。子どもの様子で少しでも気
なく有意義に過ごすことができたことだと思います。いよいよ、２学期のスタートです。まだまだ学校生活の
になることがありましたら担任までお知らせ下さい。
リズムに身体が慣れない状態でしょうが、
一日も早くリズムを取り戻し学校生活を元気に楽しく送れるように
今月は、冒頭にも触れています「褒め方・叱り方」について考えてみたいと思います。
していきましょう。
さらに、夏休み中に取り組んだ自由研究や課題はこれからの学習に生かさられるはずです。
私たちが子どもの頃も、父や母に、また。近所のおじさんやおばさんに、褒められたり叱られたりして
自信をもって２学期の学習活動に臨み、大きな成果を発揮しましょう。
育ってきました。皆さん方もそうだと思います。悪いことをしては叱られ、善行に対して褒められてき
２学期は様々な学校行事が学校全体及び学年において計画されています。まずは学校全体として取り組む運
ました。子供の成長のためには、褒められることも叱られることも大切な事なのです。子どもは、生活
動会が最も大きな行事です。それぞれの学年が創意工夫した種目に学年全体が一つとなって練習に取組み、学
の中で多様な行動・態度をとります。学校生活・家庭生活のなかで成長しながら生きているのですから、
年の力を披露する絶好の機会です。一人一人の力を一つにまとめ練習に励み、その成果を運動会当日披露して
よい行いも、悪い行いも、そのなかには当然あるわけです。
くれることでしょう。大いに期待しています。また、彩の国教育週間の
11 月 1 日は、朝霞市教育委員会の委
褒め方でのポイントは「どんな小さい事でも、素直に心から褒めること」です。大人でもそうですが、
嘱を受けた研究開発校の発表日になります。市内外の多くの先生方が本校を訪問し、研究授業の参観及び協議
褒められると嬉しいものです。子どももそうです。子どもの善行に対して、ほめる。子どもは褒められ
会を開催いたします。その為の準備も運動会と並行して進めています。さらに、第６学年児童においては運動
ることにより、さらにより良い方向に伸びていくものなのです。だから、褒めることはとても大事だと
会後の１０月に市内陸上大会が開催されます。この大会に向けても、児童は日々練習を積み重ねて大会に臨み
思います。
ます。この様に２学期においては、学年や学校全体としての成長の過程を披露する機会が多くあります。一つ
さて、問題なのは、叱り方です。皆さんが子どもの頃、叱られて「ムッ」としたことがありませんで
一つの行事に向け、学校全体や学年で練習を積み重ね努力することで大きな成果を発揮してくれるでしょう。
したか。この叱り方のヒントを与えてくれる本が「愛のキャッチボール」
（内田玲子著・玄同社）です。
各家庭においても、その一つ一つの取組の成果に対し、子どもに励ましや賞賛の言葉をかけていただけるよう
この中から「ただいま」という一文を読んでみました。もしかすると心当たりの方がいるかもしれませ
お願いいたします。子どもたちは様々な教育活動を通して大きく成長する学期です。
んよ。
「子どもが学校から帰ってくるなり、お母さん、ただいまと叫びながら家の中に飛び込んできまし
また、運動面だけでなく学習面においても今までの積み重ねの成果を発揮していくことも必要です。今まで
た」とこんな場面です。この本では、お母さんの最初の言葉は「宿題は・・」と脅かしています。びっ
より日に日に日照時間が短くなり、秋の夜長の時期になります。明るいうちは外で元気に遊んでいた子も、日
くりした子どもは、宿題があっても思わず「今日はないよ」するとお母さんは「ウソじゃないわね。ク
が暮れるのが早くなることで家の中で過ごす時間も多くなってきます。
毎日の家庭学習の時間の確保やより多
ラスの友達に電話してみるからね。
・・・お母さんにウソをついた子は・・」これでは、素直な心の持ち
くの本に慣れ親しむ時期でもあります。この時間を有効に活用し計画的に家庭学習や読書に取り組み、その成
主になれ、というほうがムリでしょう。この本では、こういうお母さんをドッチボール派のお母さんと
果を様々な場面で発揮して欲しいと願っています。最後になりますが、日が暮れる時間が早くなることで交通
呼んでいます。そして、
「お帰りなさい。今日はどうだった」これだけの言葉で子どもは満足するのです。
事故等多発する時期でもあります。今後も引き続き学校でも指導してまいりますが、各家庭においても自転車
子どもの心からウソを引き出してしまうのも。お母さん次第なのです。と続けています。私も、ドッチ
による事故や道路の横断の仕方等交通事故防止とともに、
帰宅時間の約束と不審者への注意などお話をしてい
ボール派の父の面が多分にあったと反省させけれたわけです。叱る時、ドッチボールだと、ゲーム同様、
ただきますようお願いいたします。２学期においては様々な学校行事が計画されており、それに伴い保護者の
相手を倒すのです。反対に、愛のキャッチボールでは、相手のボールをきちんとキャッチし、相手
方々のご協力も多くなると思います。今後も引き続き本校の教育活動にご理解・ご協力をお願いいたします。

９月行事予定
日 曜

業前等

今月の生活目標

学校行事等

『みんなで力を合わせて取り組もう』
今月２１日(土)に、第１１2回運動会を開催します。詳細は後日配
付します「第１１2回運動会のご案内」をご覧ください。
開催日まで３週間あまりですが、この間に学年や全体の練習を行
います。子どもたちには、この運動会に向けクラスの団結力を高めて
いって欲しいと思います。
当日は、お子様の頑張る様子や日頃の体育
学習の成果をご覧いただければと存じます。
保護者の皆様はもちろんのこと、ご家庭
や地域の皆様など、多くの皆様のご来校
を心よりお待ちしております。
初秋とはいえ、まだまだ暑い日が続きま
す。その中で練習に取り組みます。水筒
や着替え、汗拭き用のタオルの準備等、
お子様の服装や持ち物、健康管理につ
いてご協力くださいますようお願い申し
上げます。

29 木

短学活

始業式（平常３時間） 引き渡し訓練

30 金

短学活

給食開始 非行防止教室

31 土
1 日
2 月

朝読書

3 火

応援練習

4 水

応援練習

あいさつ指導

委員会③

常任理事会

5 木 全体練習① 脊柱側わん検査（５年）
6 金

ステップアップ
タイム

7 土
8 日
9 月

応援練習

５年生林間学校が無事終了

10 火

応援練習

11 水

応援練習

７月２７日から２泊３日の日程で５年生の林間学校が行われました。
長野県望月少年自然の家に宿泊、１泊目はテントに、２泊目は宿舎
に泊まり、バター・ソーセー
ジ作り、ハイキングなどの体験活
動をしてきました。
子どもたちは礼儀正しく行動し、
大きな事故もなく無事に終了しま
した。３日間仲間とともに生活して
学んだ多くのことは、忘れられない
思い出になったことと思います。

12 木
13 金

全体練習②

運動会係打ち合わせ

ステップアップ
タイム

14 土
15 日
16 月

敬老の日

17 火 環境美化活動 環境美化活動①

防災の日

18 水

引き渡し訓練へのご協力、ありがとうございました。
９月1日は防災の日です。政府、地方公共団体など関係諸機関は
もとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害
について、認識を深め、これに対処する心がまえを準備しようという
のが、『防災の日』創設のねらいです。災害が起きたらどう行動する
か、家族の連絡はどのように取り合うかなどご家庭で話をしてみては
いかがでしょうか。

19 木
20 金

応援練習

運動会係活動

全体練習③
ステップアップ
タイム

21 土

運動会準備（１～５年：４時間授業）

第１１2回運動会（雨天時は授業）

22 日
23 月
24 火

朝読書

25 水

短学活

26 木

フレッシュタイム

27 金

秋分の日

まずは交通安全 ～秋の交通安全運動～

運動会予備日

９月２１日～３０日は秋の全国交通安全運動期間です。
登下校の歩行や下校後の自転車運転等、各自が交通マ
ナーを守り、今学期も大きな事故なく過ごして行きましょ
う。
＜交通事故防止 ５つの行動＞
・もしかして
・とまる
・みる
・まつ
・たしかめる

ショート避難訓練
振替休業日（9/21分）

28 土
29 日
30 月

８
月

29 木

９
月

20 金

活躍する三小の子どもたち

朝読書

【下校時刻の変更】
日 曜
学年

下校時刻・事由等

全学年

１１：５０ 引き渡し訓練

１～５年

１３：２５ 運動会準備

６年

１５：３０ 運動会準備

ふれあいまつり
１０月１９日(土)に朝霞第五中学校区ふれあいまつ
りが本校を会場に開催されます。詳細については、チ
ラシ等で追ってお知らせしますが、ご予定に入れてい
ただき、ご参加くださるようお願いいたします。

改修工事をしました
２・６年生教室のロッカーが新しくなりました。
一昨年からの3年間で全教室の入れ替えが終わりました。

※敬称略

【硬筆展覧会】
○埼玉県硬筆中央展出品者
＜特選賞＞ 1年 古郡 咲希
２年 中本 咲希
３年 曽根 春花
５年 永橋 朋果
＜優良賞＞ １年 池永 実南
２年 越島 春翔
５年 田口 未桜
６年 櫻井 寛子
【身体障害者福祉のための埼玉県児童生徒美術展覧会】
＜特選賞＞ ３年 渡邉 彩夏 竹下 結乃
５年 井上 慶悟 御子柴 樹
６年 林 実祥

2学期のスクールカウンセラーの勤務について
日にち

曜

勤務時間

日にち

曜

勤務時間

10/7

月

午前

10/18

金

1日※追加

11/18

月

午後

12/16

月

午前

