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不思議の目
校 長

藤 田 成 司

１年生の朝顔、２年生の野菜、３年生のホウセンカ、４年生のヘチマと各学年が
育てている植物はおおむね順調に育っています。また、北校舎のグリーンカーテン
用のゴーヤも栽培委員会の子どもたちが先日植えてくれました。
一生懸命に水やり
をしている子どもたちの姿は、見てい
てとても微笑ましいです。右の写真は、
放課後第２児童クラブ付近の花壇の様
子です。児童クラブに近い場所は、昨
年度咲いたひまわりのこぼれ種から自
然に育ったもの。二宮金次郎側には、
近隣の方からいただいた種を蒔いたも
の、そして真ん中はこぼれ種から育っ
たものが密集していたので、間引いて植え替えたものです。今のところ、とても順
調に育ってきているので、今後、どんなひまわり畑になるか楽しみです。
６月２５日（火）の講話朝会では、メビウスの帯の実演を見せました。最初は、
普通に表と表を付けた輪を縦方向に切ると２つの輪ができることを確認し、これ
は、児童の予想通りの結果となりました。次に、輪を作る時に、１回ひねって表と
裏を付けて輪を作ったものを縦方向に切ってみました。
すると多くの児童の予想に
反し、大きな一つの輪ができ上がり、児童からは大きな驚きの声が上がりました。
さらに、２回ひねって貼り合わせた輪を作り、同じように切ってみると２つの輪が
つながったものができ上がり、
さらに子どもたちには、
驚きの表情が見られました。
この時の子どもたちの「なぜだろう？」
「どうしてだろう？」といわんばかりに目
をキラキラさせながらじっと見ている様子が、とても印象的でした。
来年度から運用される新学習指導要領のもとでは、
アクティブラーニングの視点
が重要視されています。アクティブラーニングを一言で説明すると「能動的・主体
的に学習すること」です。そこでは、単に知識を得るだけでなく、その背景にある
ものを掘り下げて考えることが重要となります。そのためには、考えるきっかけと
なる好奇心やなぜだろうと疑問に思う気持ちを大切にし、
子どもたちが主体的に自
ら学ぼうとする姿勢を育んでいくことが肝要だと思います。
子どもたちの「なぜ？どうして？」という疑問の芽を大切に育て、自分で考える
力や多様なものの考え方ができる力を身に付けさせられるよう、
学校や家庭での生
活や学習に取り組んでいけたらと思います。

７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ご覧ください
日 曜

学校行事予定

週

1 月
2 火 運動朝会

下校時刻
1年 2年
14:35

14:35

授業参観・懇談会(5･6 年)

3 水 開校記念日 委員会活動
4 木 児童朝会（代表委員）
授業参観・懇談会(3･4 年)
5 金
教育相談日

B

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

6 土 週休日
7 日 週休日
8 月
表彰朝会
9 火
授業参観・懇談会(1･2 年)
月曜日課５時間授業
10 水
授業参観・懇談会（えがお学級）
おはなしにこちゃん（低学年）
11 木

14:35

14:35
A

14:35
14:35 15:30

学校安全ネットワーク会議（ひまわり会）

14:35

12 金 教育相談日
13 土 週休日
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

日 週休日
月 海の日
火
水 給食最終日 ４時間授業
木 ３時間授業
金 終業式 ３時間授業
土 週休日
日 週休日
月 水泳指導
火 水泳指導 つぼみチャレンジスクール
水 つぼみチャレンジスクール
木 水泳指導 サマーチャレンジスクール
金 水泳指導 サマーチャレンジスクール
土 週休日
日 週休日
月
火
水

8/27 火 始業式 ３時間授業 登校指導
給食開始 ４時間授業 一斉下校
28 水
舘岩自然の教室説明会
29 木 修学旅行説明会

B

いじめ撲滅強化月間の取組
６月は、いじめ撲滅強化月間ということで、
各クラスや委員会で、いじめ撲滅に向けた様々
な取組を実施してきました。取り組んだことや
今後取り組んでいくことを紹介します。
＜あいさつ運動＞
代表委員を中心に毎日正門であいさつ運動に
取り組んでいます。６月からは各クラス１回ず
つ正門であいさつ運動に取り組んでいます。
＜縦割り活動（異年齢交流）＞
集会活動やペアで遊ぼう週間、なかよし給食
（6/20）などで、異年齢の集団で楽しく活動して
います。
＜スローガン作成＞
今年度は、各教室に「ぼくたちわたしたちの
いじめ撲滅の木」のポスターを掲示していま
す。一人ひとりの決意が葉として掲示してあり
ます。また、いじめを許さないためのスローガ
ンを考えて、ポスターの下に掲示しています。

14:35

＜各委員会のいじめ防止への取組＞

13:35
11:35
11:35

（代表委員会）いじめ撲滅に向けてアンケート
取り、いじめ撲滅に向け計画を立てています。
（運動委員会）運動しながら教えあったり相手
が喜ぶ言葉を掛け合ったりできるよう呼びかけ
ます。
（図書委員会）いじめ関係の本を学校図書館前
に展示し、いじめに対しての興味や意識付けを
行います。
（放送委員会）朝・昼の放送で、学校生活を仲よ
く楽しく過ごすように呼びかけます。
（掲示委員会）いじめ撲滅のポスターを作り、掲

A

11:35

示板に掲示します。

13:35

（飼育委員会）新しく生まれたうさぎに愛着を

14:35 15:30

もち名前を募集し決めることで小動物や小さな

30 金
31 土

14:35

命を大切にすることの意識付けを行います。
（集会委員会）ペアで遊ぶ集会を実施し、異学年

夏休みの水泳指導・算数教室の予定
＜つぼみチャレンジスクール（算数教室）＞
植水中の先輩が５・６年生に教えてくれます。
７月２３日（火）・２４日（水）の２日間です。
＜サマーチャレンジスクール（算数教室）＞
３年生以上を対象に、実施します。
７月２５日（木）
・２６日（金）の２日間です。
＜水泳指導＞
７月２２（月）
・２３日（火）
・２５（木）
・２６日（金）の４
日間です。いずれも、後日配布される手紙を御覧ください。

交流を推進します。
（給食委員会）なかよし給食を実施し、縦割り学
級での交流を深めます。
（栽培委員会）人権標語を掲示した人権の花プ
ランターを正面玄関に設置します。
（美化委員会）おそうじパトロールを実施し、丁
寧に掃除ができている児童を称賛し、自己肯定
感を高めます。

１・２年 プール開き

４年 校外学習

水泳学習が始まっています。天候が悪くて入れな

６月１３日に、４年生は利根大堰と西部環境セ

いときもありますが、約束を守って安全に学習が進

ンターの見学をしました。水がどこから送られて

んでいます。自分の目標に向かって一人ひとり頑張

くるのか、また、ごみがどのように処分されるの

っています。

かを自分の目で確かめることができました。

６年 親善球技会
６月１８日に、６年生は大宮西小学校とバスケッ
トボールの親善球技会を行いました。日ごろの練習
の成果を発揮し、３勝１敗という結果を収めました。

なかよし給食

1 年 みずべの里
1 年生は２回目のみずべの里へ行ってきま
した。虫取り網を持ち虫を追いかけていまし
た。引率していただいた保護者の皆様ありがと
うございました。

児童朝会（集会委員会）

ペア学年といっしょに給食を食べました。給

６月２１日に、集会委員会が「何をなげたでしょ

食を食べながら異学年との交流を深めること

う集会」を開きました。幕の間を何が通り過ぎたの

ができました。

かをペア学級の友達と相談して当てました。

１年 鍵盤ハーモニカ講習

児童朝会（保健委員会）
６月２５日の児童朝会では、保健委員会の児童が

６月２５日に、１年生は鍵盤ハーモニカの弾き

劇仕立てで歯みがきの大切さを全校児童に伝えてく

方を教えていただきました。指の使い方や唄口の

れました。

くわえ方を分かりやすく教えていただきました。

会

校内授業研究会

講話・生活朝会

６月２７日に、さいたま市教育委員会より指導者
を招いて授業研究会を行いました。子どもたちに学
力を身に付けさせるために研究しています。

６月の講話朝会では、校長先生による「メ
ビウスの帯」の実演がありました。身の回り
には不思議なことがたくさんあります。夏
の自由研究に向けて興味があることについ
て調べてみるといいですね。また、棚田先生
より、７月の生活目標「約束を守って登下校
しよう」についてのお話がありました。進ん
で地域の方々にあいさつをすることの大切
さが分かりました。

学校評議員連絡会の開催
６月２１日に第１回学校評議員連絡会及び学校関係者評価委
員会並びにＳＳＮ協議会といじめ対策委員会を開きました。地
域に開かれた学校づくりを一層推進していくために、地域や保
護者の代表の方々に意見等をいただいています。本年度の委員
は次の皆様です。
（敬称略）
学校評議員
ＳＳＮ委員長
吉岡由和
公民館長
髙橋義幸
老人クラブ会長
岡部安男
社会福祉協議会長 新井 茂
幼稚園長
佐藤緑郎
ＰＴＡ会長
渡辺良憲

学校関係者評価委員
植水中学校長
茂木里仁
ＳＳＮ委員長
吉岡由和
自治連合会長
島田正次
育成会長
磨田竹由
民生児童委員会長 久保木央
植水中ＰＴＡ会長 村上貴史
児童センター長
佐藤美子

