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○今月のテーマ「一つのことを継続していく大切さについて！」
実り多き
「三つめのまんじゅう(継続は力なり)!!」

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
ある本で、一つの笑い話を読みました。その話とは「ピン助さんは、おなかがすいたのでまんじゅうを食べ
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
ました。
一つ食べても、おなかがいっぱいになりません。二つ食べてもだめです。三つめを食べたらおなかが、
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
いっぱいになりました。――なあんだ、三つめのまんじゅうを、最初に食べればよかったんだー」というもの
か。
です。この話を読んで「何か変だなぁ。
」と感じたのではないでしょうか。
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
どうでしょう。本当に三つめのまんじゅうだけを、食べればおなかがいっぱいになるのでしょうか。
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
そうですね。三つめだけを食べても、おなかはいっぱいにならないでしょう。一つめ、二つめのまんじゅう
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
を食べたからこそ、三つめでおなかがいっぱいになったのですね。お腹がいっぱいになるために、前の二つは
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
大事な役目をしているのです。学級では様々な事について話し合い活動をしています。その時、多くの人が自
になることがありましたら担任までお知らせ下さい。
分の考えを発表していると思います。そのことはとてもよい事だと思いますが、その際、三つめのまんじゅう
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。
だけを考えている人はいなかったでしょうか。例えば、仕事の途中での努力がどんなに大変なものであるかを
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
わからないで、出来上がった立派な仕事を見て、
「やってみたい。やりたい。
」と考えればあまりにも簡単すぎ
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
ますよね。努力もしないで運動や勉強がうまくいくようにと考えたら、それは三つめのまんじゅうだけを食べ
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
ようとしているのと同じことになるのではないでしょか。
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、
では、「努力」ということはどういうことなのかを考えてみましょう。例えば、農家の人は五月から六月に
よい行いも、悪い行いも、そのなかには当然あるわけです。
かけて忙しいですね。それは田植えがはじまるからです。機械で植えているところもありますが、まだ大部分
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、
は手で植えています。稲の苗を一本ずつ（実際には、四・五本束ねたものを植えている。
）水をはった田に腰
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
をかがめて植えていく。植えている途中の仕事を見ていて、誰も素晴らしいとは感じていないのではないでし
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
ょうか。あたりまえの、つまらない仕事だと思う人もいるかもしれません。
思います。
しかし、何十、何百ヘクタールという広い田に青々とした苗が全部植えつけられた時、これは本当に見事な
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
ものです。
「人の手でよくここまでできたものだ。
」と感心し、素晴らしいと強く感じるでしょう。
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。
あまり楽しいと思えない小さな仕事でも途中でとめることなく継続していくと、
他の人がまねることのでき
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
ないすばらしいものになる。このことを表した言葉に「継続は力なり」という言葉があります。
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
例えば、毎日、家庭で２０分間勉強し続ければ、一週間で１４０分。
（２時間２０分）一月（３０日として）
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
６００分（１０時間）一年間で７，２００分（１２０時間）になります。毎日の時間は２０分と短い時間です
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、積み重ねることでこんなに多くの時間になります。時間が短い分、集中して学習に取り組む事ができ理解
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
することも多くなるはずです。それが、一月、一年間と月日が長くなればなるほどその積み重ねは大きくなり
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
ます。また、勉強だけでなく自分で挑戦してみたいことなど、最初は全くできなかった事が徐々に出来るよう
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。
になり、最後は周りの人たちが感心するほど上達することができます。是非、今年一年何かに挑戦し努力し続
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
ける取組を始めてみてはどうですか。
勉強、運動、ピアノ、習字等チャレンジできることはたくさんあります。
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、
まずは自分で何をするか、してみたいか。そのことを探すことが大切ではないでしょうか。
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
まだまだ寒い日がつづきます。体調の変化に気を配り病気にかからないよう注意しましょう。

【２月行事予定】
日 曜

業前等

■２月の生活目標
『好き嫌いをしないで食べよう』

学校行事等

1 土

書きぞめ展（コミセン）

2 日

書きぞめ展（コミセン）

風邪等の病気の予防には丈夫な体づくりが必須です。そのた
めに必要なことは、手洗い・うがい、睡眠、栄養、適度な運動と言
われます。その中の栄養で大切なのは、バランスよく摂ることで
あいさつ運動 す。給食の献立は、バランスよく考えられています。好き嫌いせ
ず、残さず食べられるといいですね。

3 月

朝読書

4 火

短学活

月曜日課

5 水
6 木

短学活

クラブ⑫ P常任理事会 中学生３days

フレッシュタイム

7 金

ステップアップタイム

避難訓練（火災）煙体験(3年)

8 土
9 日
10 月

朝読書

11 火

【建国記念の日】

12 水

音楽朝会 幼稚園・保育園との交流会（1年）

13 木

フレッシュタイム 幼稚園との交流会（1年）

14 金

ステップアップタイム

なかよし発表会

15 土
16 日
17 月

朝読書

18 火

短学活

ﾊｰﾄﾌﾙクラブ（６年）

19 水

短学活

6年生への感謝の会

20 木

フレッシュタイム

21 金

ステップアップタイム

クラブ⑬

教育相談日⑥

■今月の行事から
(1) 朝霞市小・中・高等学校書きぞめ展覧会
１日（土）～２日（日）
朝霞市コミュニティセンターで行われます。
(2)避難訓練＜全学年＞煙体験＜３年＞：７日（金）
今年度もさまざまな想定で避難訓練を実施してきまし
た。最後となる今回は、火災発生を想定した避難訓練で
す。避難終了後には消火訓練（代表児童・職員）と煙体験
（３年）も行います。
(3)なかよし発表会：１４日（金）＜そらまめ＞
市内特別支援学級の児童が朝霞市民会館に集い、学習の
成果を発表し合います。
(4)ハートフルクラブ：１８日（火）＜６年＞
浦和レッズは「こころ」をはぐくむことをテーマに、
サッカーというスポーツを通してより多くのコミュニケー
ションが誕生する活動を行っています。ハートフルクラブ
キャプテン落合 弘さんはじめコーチングスタッフが本校に
来てくれます。
(5)授業参観・懇談会：２５日（火）～２７日（木）
学年末の授業参観･懇談会を予定しております。詳細は、後
日ご案内致します。
２月２５日（火） 高学年（１３：５０～１６：００）
２月２６日（水） 低学年（１３：５０～１６：００）
２月２７日（木） 中学年（１３：５０～１６：００）
そらまめ学級(15:00～ 懇談会のみ）

■朝霞市中学生社会体験事業 3days

22 土

授業参観・懇談会（高）

朝霞市内の中学１年生は事業所や学校等で社会体験活動を
行っています。本校には１２月に五中生、１月に二中生が、２月に
は一中生が教室に入り、授業や生活の手伝いをしたり、校務員さ
んの手伝いをしたりと、学校全体の仕事を体験します。

授業参観・懇談会（低）

■ご存知ですか

セレクト給食(6年)

29 土

経済的理由でお子さまの教育機会が失われないよう、学用品
費の一部や給食費等を援助する制度です（所得要件等あり）。
令和２年度の申請は4月から受け付けます。また、4月当初にお
子さまを通じて案内チラシを配付いたします。申請書類の入手方
法等、詳しくは市役所教育管理課までお問い合わせください。
【教育管理課】048-463-0793

【下校時刻の変更について】

■ご協力、ありがとうござました。

日 曜

23 日

【天皇誕生日】

24 月

【振替休日】

25 火

朝読書

26 水

短学活

27 木

フレッシュタイム 授業参観・懇談会（中・そ） １年糸車体験

28 金

ステップアップタイム

そらまめ校外学習

就学援助制度

25 火

５・６年

授業参観･懇談会 14:50頃

書き損じはがき等の回収につきましてご協力いただき、ありがと
うございました。多数の書き損じはがき等を回収することができま
した。養護盲老人ホームひとみ園に贈らせていただきます。

27 木

３・４年

授業参観･懇談会 14:50頃

■活躍する三小の子どもたち（敬称略）

対象学年 事由等

【今月の業前活動における学校公開】

第59回埼玉県小・中学校児童生徒美術展北足立南部地区展
＜特選＞
フレッシュタイム 6日 13日 20日 27日 いずれも木曜
１年 谷地 圭季
５年 小嶋 文香
＜優良＞
音楽朝会
１２日（水） ６年生発表
１年 石川 新菜 井川 瑞稀 齋藤 陸
■転出予定調査について
２年 宮﨑 悠斗 井上 裕斗 積田 希絆 小林 由空
３年 小倉 隆聖 玉野 怜 岡部 希海 田村 朔望
来年度の学級数等の確定に向け、転出予定等の有
４年 山本 錬 田畑 結実子 矢部 桃花
無について、調査へのご協力ありがとうございました。
５年 坪田 七海 酒向 啓生 佐藤 大陸
なお、今後、新たに転出等の予定が発生した場合に
６年 村山 春菜 岡安 虎次郎 西 雄哉
は、早急に担任までご連絡ください。

