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いじめのない学校に
校 長

藤 田 成 司

運動会の開催に際し、保護者並びに地域の皆様には、様々な面で御理解・御協力
をいただき誠にありがとうございました。運動会の練習から本番まで、大きな事故
や怪我もなく、
子どもたちが生き生きと活動する素晴らしい運動会を実施できたこ
とが、何よりもよかったことです。児童会で考えた「心を一つに全力チャレンジ」
というスローガンに向かって、全児童が必死に走る姿、力を合わせて演技する姿、
声を合わせて応援する姿、そして、一生懸命に係の仕事をする姿を数多く見ること
ができ、私は児童の頑張りにとても感動しました。入学してまだ２ヶ月弱しかたっ
ていない１年生をはじめ、２，３，４年生、そして運動会を支えた５、６年生まで、
運動会の練習を通して、
運動技能を高めるだけでなく、
それぞれの発達段階に応じ、
様々な面で成長することができたように感じます。今回の運動会で高められた力
を、今後の学校生活の中で、さらに高めて、植水小学校をよりよい学びの場として
いくことを期待したいと思います。保護者の皆様におかれましては、運動会に向け
ての準備や当日の昼食を御家族で一緒にとっていただくなど多くの御協力をいた
だきました。そして、何よりも保護者や地域の皆様の演技に対する熱い声援が子ど
もたちの競技や演技に力を与えていたことをひしひしと感じました。学校・家庭・
地域が一体となって運動会を行えたことに感謝します。ありがとうございました。
５月２８日（火）の講話朝会では、
「ピンクシャツデー」の話をしました。この
話は、いじめに気付いたときに、見て見ぬふりをしたり、傍観者になったりするの
ではなく、
自分たちにできることを考えて行動した実話です。
この話をきっかけに、
「自分のことをこそこそ話された」など６つの具体的な事例をあげ、それらの行動
がいじめかどうか考えてもらいました。そして、それらの行動をされた人が嫌だと
思ったらいじめであると伝えるとともに、嫌なことがあったら、すぐに先生や友達
やお家の人など信頼できる人に相談して欲しいと話しました。
今月は「いじめ撲滅強化月間」です。いじめは「どの学校、どの学級、どの子に
も起こり得る」深刻な問題であり、本校においても例外ではありません。そこで、
今年度も各学級でいじめ撲滅に向けたスローガンを作ったり、
児童会によるいじめ
撲滅キャンペーンを展開したりしていきます。学校では、いじめのない学校を目指
し、
教職員がチーム植水として一丸となって子どもたちへの教育活動を進めてまい
ります。保護者の皆様、地域の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

６月の行事予定

今月の掲示板

★行事予定は、学年だよりもあわせて御覧ください
日 曜

学校行事予定
６月はいじめ撲滅強化月間です

下校時刻
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２ 日 週休日
３ 月
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運動朝会
火 新体力テスト〜１１日（火）
個人面談②５時間授業
児童朝会（代表委員）
水 プール清掃
委員会活動
おはなしにこちゃん（低学年）
木
個人面談③５時間授業
教育実習終了
金
個人面談④５時間授業
週休日

８ 土

６・７月分の口座振替日は６月１８日（火）
14:35
14:35

です。前日までに口座の残高を確認していた
だき、引き落としが円滑に行われますよう御
協力ください。

B

プールでの学習開始

14:25
14:35
14:35

夏を思わせる日射しも日一日と強くなっ
てまいりました。各学年とも、１２日（水）
以降に、順次プール開きを予定しておりま
す。お子さんにとって楽しいプールの時間と

「社会を明るくする運動」植水地区会集会

なりますよう持ち物や健康管理等について、

９ 日 週休日
硬筆課外練習 安全点検日
ベルちゃんの日
児童朝会(保健)
火 個人面談⑤５時間授業
硬筆課外練習
水 プール開き クラブ活動
おはなしにこちゃん(高学年)
木
４年校外学習 硬筆課外練習
ＰＴＡ運営委員会 個人面談予備日
金
教育相談日

給食費等の口座振替

御協力をよろしくお願いします。

10 月

14:35
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14:35

いじめ防止に関する取組

14:15

本校では、
『さいたま市立植水小学校いじめ防

12
13
14

A

14:35 15:30
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15 土 週休日
16 日 週休日
17 月
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14:35

22 土 週休日
23 日 週休日 ノーメディアデー
24 月

運動朝会
２ 火
５，６年授業参観・懇談会

のための基本的な方針」に基づき、本校の全児

14:35

るよう、
「いじめの防止」
「早期発見・早期対応」
「いじめに対する措置」の具体的な取組につい
て示したものであります。

14:25
14:35 15:30
14:35

14:35

25 火

29 土 週休日 土チャレグラウンドゴルフ
30 日 週休日
7/1 月

じめ防止対策推進法」及び国の「いじめ防止等
童が、明るく楽しい学校生活を送ることができ

音楽朝会 ６年親善球技大会(大宮西小)
火 ２年町たんけん２回目（弁当持参）
口座振替日
クラブ活動 １年みずべの里２回目
水
B
食育の日
２年まちたんけん予備日
木 児童朝会（集会）
学校評議員会
金 ＰＴＡ校内清掃①
１年みずべの里２回目予備日

講話・生活朝会 学校保健委員会
１年鍵盤ハーモニカ講習会
26 水 クラブ活動（１学期最終）
おはなしにこちゃん(低学年)
27 木
校内授業研究会（３−２）
植水小まつり
28 金
教育相談日 校内硬筆展〜7/10（水）

止基本方針』を策定しております。これは、
「い

講話朝会の様子

14:35

A

14:15

校長先生から、いじめ撲滅に向けて、カナ

14:35 15:30

ダで実際に起こったピンクシャツ運動につい

14:35

てのお話がありました。ピンク色のシャツを
着て登校したことをからかわれた友達を救お
うと、みんなでピンク色のシャツを着ようと

B

14:35

訴え、いじめに立ち向かったお話です。いじ

14:35

めのない学校に向けて取り組んでまいりま
す。

令和元年度 運動会
５月２５日（土）に令和になり初めての運動会を開催しました。当日は３０度を超えるまるで真夏のような
気温の中で行われました。どの学年も日頃の練習の成果を十二分に発揮し、素晴らしい運動会となりました。
保護者の皆様には、日常の体調管理や洗濯、そして、当日のお弁当の準備等様々な面で御協力いただきました。
ありがとうございました。

１年
ー

３年

植水ランドのボールパーティ

お助け綱引き

５年

合戦

植水

助けてヒッパレ！

令和の陣

２年

植水ランドのビッグボールレース

４年

植水大嵐！！

６年

竹取物語

1・2 年
わくわくドキドキの
植水ランドへようこそ！

3・4 年
行け！植水ジャングル探検隊

児童集会（代表委員）

5・6 年
進め！令和のヒーローたち！

ペアでおにごっこ集会

集会委員会の企画で「ペアでおにごっこ集会」が
委員会委員長や各クラスの代表委員の自己紹介があ

行われました。ペア学年で二人組になり、仲よく手

りました。各委員長からは全校児童に向けて目標の発表

をつないでおにごっこをしました。上の学年のお兄

がありました。また、運動会のスローガンの発表もあり

さんお姉さんが下の学年にとても優しくしてくれま

ました。

した。みんな笑顔でとても楽しそうでした。

１年 みずべの里

５年 田植え

５年生の総合的な学習の時間では、「お米とわたし
みずべの里では、身近な自然の中でお友達と楽しく

の３６５日」という学習を行います。その一環で、地

遊ぶことができました。正しい公園の使い方について

域の上村さんの田んぼをお借りして田植えを行いま

も学びました。保護者の皆様には行き帰りの安全指導

した。ＪＡの方々や地域・保護者の方々に当日は大変

や公園での見守りなど御協力いただきありがとうご

お世話になりありがとうございました。収穫した稲は

ざいました。

マリ共和国へ支援米として発送する予定です。

