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○今月のテーマ「新しい年を迎え新たな気持ちで三学期の学校生活を！」
実り多き
「新年あけましておめでとうございます。」

屋 馨

校 長

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
今日から新学期（三学期）が始まります。始業式に臨んでいる児童の表情を壇上から見ていますと、眼が生
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
き生きと輝いていて、
「今年も頑張るぞ！」
「今年こそは頑張るぞ！」という強い気持ちが伝わってくる児童を
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
多く見ることができ、とても逞しさを感じました。しかし、中にはまだまだ学校生活のリズムに戻っていない
か。
表情を見せている児童も少なからず見られ、一日も早く生活リズムを取り戻し頑張って欲しいと思います。
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
三学期は一年の中でも最も期間が短く５３日間しかありませんし、
一年間のまとめの学期でもありますから
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
一日も早く生活リズムを整え、学習に運動に取り組んでいかなければならないのです。そこで、どうしたら去
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
年よりもっと勉強や運動に頑張れるのか。
一人ひとりが自分の生活を振り返り考え工夫していくことが大切だ
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
と思います。その中から今年一年の目標を立て、それに向かって実現できるよう努力して欲しいと思います。
になることがありましたら担任までお知らせ下さい。
〇生活にけじめをつける
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。
みなさんは、切り替えスイッチというものを知っていますか。高学年の児童の皆さんなら誰もよく知ってい
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
るでしょう。中学年以下の児童の皆さんは家にある電気器具のことを考えてください。電燈や蛍光灯、ラジオ
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
やテレビなどに電気を入れる時にパチッと押すものです。ヒーターや電気毛布、こたつには何段にも切り替え
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
ることができるスイッチがついています。どれもみんなスイッチの仲間です。電気を流すときや切るとき、強
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、
くするとき、弱くするとき、それぞれの目的によって、スイッチを入れるか切るか、二段に上げるか三段に上
よい行いも、悪い行いも、そのなかには当然あるわけです。
げるのかを調整するのです。これをでたらめに入れたり切ったりすると、大変なことに繋がります。
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、
このような切り替えスイッチが皆さんの頭の中にもあるのです。
皆さんの毎日の学校での生活を考えてみま
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
しょう。先生や友だちの話をしっかり聞かなければならない時、ガヤガヤと騒いでおしゃべりをしていること
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
はありませんか。走ってはならない廊下を走ることや、上履きのまま表に飛び出す、土足のまま学校に入るこ
思います。
となどしていませんか。また、友だちに誘われたり誘ったりして、ついふらふらといけないことをしてしまう
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
ことなどないでしょうか。家庭の中では、お母さんに起こされてもパッと起きないで、布団の中でぐずぐずし
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。
ていることはありませんか。挙げればたくさんの事があると思いますが、それが一つでも当てはまることがあ
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
れば、皆さんの頭の中にセットされている切り替えスイッチがうまく働いていない時のことなのです。
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
この切り替えスイッチの働きのよい子は、勉強するときと遊ぶとき、話をしていいときといけないとき、よ
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
い遊びと悪いあそびの区別などをきちんとつけて生活できる人なのです。
どの人もこの切り替えスイッチを持
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
っているのですが、
いつも磨かれてピカピカになっている人と、錆びついてうまく動かない人がいるようです。
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
切り替えスイッチはいつもピカピカにして、よく働くようにしておかなくてはいけませんね。そうすれば勉強
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
や運動、友だちとの関係も昨年以上にうまく運び、楽しい学校生活に繋がると思います。時々は自分の切り替
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。
えスイッチを点検し、よく働くか確認することが大切ですね。三学期は短いですが、一日でも早く点検し自分
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
のスイッチの働きを調べ、よく働くように磨きをかけて欲しいと思います。
「さぁー、皆さん点検開始。」
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、
保護者地域の皆様方には今年度も変わらずのご支援、ご協力をいただきまして、地域に根差した学校づくり
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
に全教職員が力を合わせ全力で取り組んでまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。

【１月行事予定】
日 曜

業前等

1 水

１月の生活目標 『校庭で楽しく安全に遊ぼう』
寒い季節ですが、外遊びをして体を鍛えましょう。

学校行事等
【元日】

冬季休業日

2 木
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水
9 木
10 金

朝自習

３学期始業式 平常3時間（12:00下校）

あいさつ指導・登校指導

フレッシュタイム 給食開始 委員会⑤
ステップアップタイム

11 土

市内図工美術展
（朝霞市コミュニティセンター）

12 日
13 月

【成人の日】

14 火

朝読書

15 水

短学活

16 木

短学活

17 金

ステップアップタイム

身体計測（高）

校内書きぞめ展

音楽鑑賞会（5年）
授業参観（低） 身体計測（中）
授業参観（高） 身体計測（低）
租税教室(6年) PTA家庭教育学級
授業参観（中・そ）

身体計測（そ）

18 土
19 日
20 月

朝読書

21 火

短学活

薬物乱用防止教室(6年) 博物館見学(3年)

22 水

短学活

クラブ⑪

23 木

フレッシュタイム なかよし活動⑤

24 金

ステップアップタイム

25 土

地震対応ショート避難訓練 教育相談日④

埼玉県児童生徒美術展
（埼玉会館）

26 日
27 月

朝読書

28 火

音楽朝会

29 水

全校朝会

30 木

フレッシュタイム

31 金

ステップアップタイム

新入生保護者説明会

【下校時刻の変更について】
日 曜 対象学年 事由等
8 水
全学年 始業式 １２：００頃
9 木
３・４年
委員会のため６校時なし 14:50頃
【１月の業前活動における学校公開】
フレッシュタイム
9日 23日 30日 いずれも木曜
音楽朝会
28日（火） 3年生発表

■お願い
次年度への準備が始まっています。転居予定がありま
したら、早急に担任までお知らせください。

■１月２４日～１月３０日は「学校給食週間」です。
日本の学校給食は、明治22年に始まって以来、各地に広がって
いきましたが、戦争の影響などによって中断されました。
戦後、食糧難による児童の栄養状態の悪化を背景に、学校給食
の再開を求める国民の声が高まるようになり、昭和22年1月から学
校給食が再開されました。
同年12月24日に、東京都内の小学校でLARA（米国のアジア救
済公認団体）からの給食用物資の贈呈式が行われ、 それ以来、
この日を学校給食感謝の日と定めました。昭和25年度から、学校
給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない
1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。
子供たちの食生活を取り巻く環境が大きく
変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、
健康状態について懸念される今日、学校
給食は子供たちが食に関する正しい知識
と望ましい食習慣を身に付けるために重要
な役割を果たしています。

■今月の行事予定から
（１） 身体計測：１４日（火）～１７日（金）
「成長の記録」を持ち帰りますので、目を通してください。
（２） 授業参観：１５日（水）～１７日（金）
子供たちの学習の様子をご覧ください。
（３） 校内書きぞめ展覧会：１４日（火）～１７日（金）
子供たちは、休み明けから作品づくりに取り組みます。その
作品を各学級の廊下に展示します。是非ご覧ください。
（４） 音楽鑑賞会：１５日（水）<５年>
市民会館でオーケストラによる生の演奏を鑑賞します。
（５） 租税教室：１６日（木）＜6年＞
朝霞税務署の方に来校いただき税について学びます。
（６） 薬物乱用防止教室：21日（火）＜6年＞
※保護者の参観可です。
（７） 博物館見学２１日（火）＜３年＞
昔の道具を見たり、縄ないの体験をしたりしてきます。

■感染症予防

これから寒さの本番を迎える３学期は、インフルエンザ等、感染
症が流行する時期です。その予防のため、まずは、うがい･手洗い
を徹底させてください。また、マスクの着用をお勧めします。それで
もかかってしまった場合は、以下の対応をお願いします。
①感染症と医者に診断されたら、必ず学校（担任）に連絡してくだ
さい。その際、次の点をご連絡ください。
・いつまで欠席か？（感染症の場合は出席停止扱いです。）
・給食は止めるかどうか？（連続５日以上給食を止めた場合は
還付の対象となります。ただし、午前中に連絡をいただいた
場合は翌日から、午後の場合は翌々日からのカウントになり
ます。）
②治って登校する際
・インフルエンザの場合
保護者記入の『インフルエンザ診断報告書』を提出してください。
・インフルエンザ以外の場合
医師の治癒証明書を提出してください。
※どちらも用紙は学校にあります。担任より受け取ってください。
また、学校ホームページからダウンロードすることもできます。
③感染拡大を防ぐために、「あやしいなぁ」と思ったら無理に登校
さ
せず、必ず医者の診断を受けてください。
※保健だよりも参考にしてください。
※不明な点がありましたら、担任もしくは養護教諭まで。

■ご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金に総額５，９５８円の募金を頂きました。頂い
た募金は全額、中央募金会に送金いたしました。
また、社会福祉法人 日本失明者協会より、書き間違い
はがき等の寄贈依頼がきています。こちらにも可能な範囲
でご協力ください。

