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○今月のテーマ「勤労感謝の日について」考えてみませんか？
実り多き
「勤労感謝の日！」

校 長

屋 馨

土

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
秋も深まり、地方では稲の刈り入れも済みホッと一息つける時期だったのが、相次ぎ台風が通過し大きな被
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
害を受け刈り取ったお米が水につかるなどとても心配な状況です。
今年の新米は例年より量が減少してしまう
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
ほどの損害だと言われています。農家の人たちが毎日丹精込めて作ったお米が被害に遭われたことは、何とも
か。
言えない心境になります。例年だと、毎年変わらず私たちに豊かな恵みを与えてくれる自然は本当に素晴らし
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
いですが、
自然の怖さも強く感じるこの時期でした。人間が汗を流す姿勢なくして確かな実りは得られません。
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
「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう」日として
11 月 23 日が祝日に制定された理由もここに
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
あるのです。人間は道具をつくり、いろいろなものをつくり、今日の優れた文明を築いてきました。知恵と努
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
力の結晶と言っていいと思います。おかげで今日のものの豊かさを生むことになったのです。しかし、目に入
になることがありましたら担任までお知らせ下さい。
るキラキラとしたものは、ときに人間の心を曇らせます。すなわち、ものを産み出すために多くの人々が労働
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。
に従事したこと、その苦労に感謝する心が薄れるといったことなどです。また、生活が便利になって、働く様
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育
子にも変化が見られ、ほこりにまみれながら働く姿を軽視するといったことにもなり、残念に思います。
「世の中のために」

だれもがちからいっぱいに

の びのびと生きてゆける世の中

だれもかれも「 生まれてき て よかった 」

と思えるような世の中

自分を大切にすることが

同時にひとを大切にすることに なる世の中

そういう世の中をおこさせる仕事が

きみたちのゆくてに待っている

大きな仕事

生きがいのある仕事

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ま
ここで、吉野源三郎さんの詩「世の中のために」を紹介します。
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、よい
行いも、悪い行いも、そのなかには当然あるわけです。

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、
吉野 源治郎

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思
います。

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。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た」
昔の人は働くことを周囲(ハタ)を楽(ラク)にすると考え勤労を尊びました。であれば早い時期から、働くこ
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。びっくりし
との意味や、自分に合った職業などに関心をもち、知識を蓄えることは大切です。そうすることによって、家
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。クラスの友
の人たちの働く姿や、地域の人たちの働く姿に従来とは違った見方や感じ方を持てたらと思います。感謝の念
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、素直な心の持ち主になれ、
は、それらをよく知ることによって生じるものです。そして、その感情が自分の心の一部となるためには、自
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呼んでいま
らも働く体験が必要です。感謝の心を持つ人はとても美しいのです。皆さんが働くことを体験する道はたくさ
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。子どもの
んあります。家での手伝いもその一つです。部屋や庭の掃除、買い物、せんたく、食器洗い等数多くあります。
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、ドッチボール派の
豊かな生活を維持する為に家事を分担し合うことは当然のことです。
さわやかな生活の一部を一人ひとりが担
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、相手を倒す
うことで、お互いに感謝の気持ちも生まれるはずです。
「くちびるに歌を持て、心に太陽を持て」の精神で、
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
日々の家事を分担できたなら、こんなに素晴らしい家庭はないと思います。

【１１月行事予定】
日 曜

業前等

1 金

学校行事等
研究開発学校指定研究発表会

2 土
3 日

【文化の日】

4 月

【振替休日】

5 火
6 水

朝読書

不審者対応避難訓練 あいさつ指導

音楽朝会 社会科見学（４年） PTA常任理事会

7 木

短学活

8 金

ステップアップタイム

9 土

朝読書

歯磨き指導（２・４年）

市内音楽会 五中音楽発表
学校公開日（月曜日課３時間授業）

10 日
【振替休業日】

11 月
12 火

朝読書

13 水

表彰朝会

15 金

ステップアップタイム

個人面談①

18 月

朝読書

個人面談②

19 火

短学活

個人面談③

20 水

短学活

21 木

短学活

22 金

ステップアップタイム

16 土
17 日

23 土

持久走記録会 個人面談④
持久走記録会予備日 個人面談⑤

なかよし作品展

市ＰＴＡ連合会連綱引き大会

25 月

朝読書

個人面談⑥

26 火

短学活

個人面談予備日

27 水

事故なく安全に登下校することが第一です。「通学班の集合時
刻に間に合っているか」「通学路をきちんと通っているか」「交通
ルールを守っているか」などお子さんと確認をお願いします。ま
た、これから寒くなりますので、ポケットに手を入れて歩かないよ
うにお声かけもお願いします。

■今月の行事
〇不審者対応避難訓練 ５日（火）
校内に不審者が侵入したことを想定した避難訓練を実施しま
す。ご家庭でも不審者対応「４つの約束」についてお話しいただ
き、もしもの時に適切な対応ができるようご指導ください。
１ 一人にならない
２ 知らない人について行かない
３ 「助けて」と大きな声で叫ぶ
（声が出ないときは防犯ブザーを使う）
４ 遊びに行くときは「誰と、どこへ、何時に帰ってくるか」を家の
人に必ず話す、またはメモを残す

埼玉県では１１月１日～７日までを「彩の国教育週間」と定めて
おります。すでにお知らせしましたが、この一環として本校では
学校公開及び個人面談を実施します。
この機会に、授業の様子を見ていただいたり、学校・家庭の様
子など、担任と情報交換をしたりして、子ども達の健やかな成長
に役立てていければと思います。よろしくお願いします。
・学校公開日：９日（土）
・個人面談：１５日（金）～

○社会科見学

【勤労感謝の日】

24 日

『時間を守り、安全に登校、下校しよう』

〇彩の国教育週間・朝霞市教育週間
【県民の日】

14 木

■１１月の生活目標

全校朝会 社会科見学（３年）クラブ⑩

６日（水） ４年生社会科見学（埼玉伝統工芸会館 他）
２７日（水） ３年生社会科見学（ロッテ浦和工場 他）
社会科の学習をより深めるため、校外学習に行ってきます。

○持久走記録会（１１月２１日）予備日２２日
寒い冬に向け、体力を高めることを目的として行います。また、
三小の体力課題の１つである持久力の向上にもつなげていきた
いと思います。記録会に向けた日々の健康観察や本番の安全
指導など、ご協力の程よろしくお願いします。

■６年生保護者の方へ

28 木 フレッシュタイム 就学時健康診断

朝霞市立中学校自由選択制申請期間について

29 金

ステップアップタイム

6 水

４年生

社会科見学 １６：１０

通学区域の指定校以外の市立中学校への入学をご希望の場
合、必ずお申し込みください。
○申請期間：11月5日(火)～11月1４日(木) （土・日も受付）
○受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分
○受付場所：朝霞市役所４階（４２番窓口）
朝霞市教育委員会教育管理課
○そ の 他 ：申請は保護者（家族）の方とします。（印鑑持参）
中学校自由選択制アンケート集計結果が朝霞市ホームペー
ジに公表されております。参考にしてください。

27 火

３年生

社会科見学 １５：３０

■活躍する三小の子どもたち（敬称略）

30 土
【下校時刻の変更について】
日 曜
1 金

28 水

対象学年 事由等
授業公開学級 研究開発学校発表会 ２：４０

非公開学級 1時頃

5年生以外 就学時健康診断 1時頃

１５:３０頃
※個人面談実施日は、変則日課で授業を行います。
（下校時刻は５校時授業：１４：０５、６時間授業：１４：５
０）
【今月の業前活動における学校公開】
5年生

フレッシュタイム：２８日（木) 全校朝会：２７日（水）
音楽朝会 ： 6日 （水）5年生発表
※参観は8:25迄に入場、ギャラリーでお願いします。

〇朝霞市内小学校陸上競技大会
・80m走 第５位 神山 琴栄
・60mH 第４位 髙本 和佳菜
・60mH 第５位 染井 なゆた ・800m走 第３位 椿 千夏
・800m走 第６位 玉野 睦 ・走り高跳び 第５位 飯島 真菜
〇税に関する絵はがきコンクール
入選 ６年：村山 春菜・髙本 和佳菜・安藤 美結
○朝霞市環境美化ポスター
入選 ６年：今嶋 草太・村山 春菜

