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春日部市立粕壁小学校

＊ 進んでよく考える子
＊ 健康でねばり強い子
＊ 明るく思いやりのある子

学 校 だ よ り http://www.kasukabe.av-center.kasukabe.saitama.jp/

感動体験のある夏に

在籍児童数（８０２名）
・１年生(１３７名） ・４年生(１３１名)
・２年生(１２５名） ・５年生(１２５名)
・３年生(１４６名） ・６年生(１２８名)
・６組(５名) ・７組(５名)
平成２８年７月１日現在

暑い夏も ＮＯ ｐｒｏｂｌｅｍ！(エアコン全校一斉稼動記念式典)

【子どもと共に・豊かな心の育成を目指して】
春日部市立粕壁小学校長

飯塚義浩

いよいよ７月です。登校日は１３日です。ここまでの１学期は、陸上大会をはじめとする
様々な取組に、子ども達は全力でがんばりました。ご家庭や地域の皆様の大きなご理解とご
協力をいただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。
子どもには寄り添うことが必要です。声を聞くことが大切です。「向き合い・見つめ合い・
語り合い」のなかから、心の動きを感じとることができます。どんな小さなことにも、大き
な愛情を注ぎ込むことで、子どもは幸せになるんだろうと思っています。愛情とは「褒め
る・認める・励ます・諭す・叱る・壁になる・支える・応援する・守る・抱きしめる」等の
関わりを持つことで、「あなたが大切なんだ。」「共に生きているんだ。」ということを、実感
させることだと考えています。
この１学期を振り返るとき、ご家庭の皆様からも「こんなこと進んでがんばっていたね。」
と伝えてあげてください。自信を持って、自分から進んで行動することが、さらに出てくる
と思います。

ひたむきに ひとつの夢を 追いかけて
まっすぐに 素直な気持ちで 伸びていく
夏には ひまわり 笑顔が似合う
日本の子ども達は、諸外国の子ども達に比べて、自己肯定感が低いことが課題になってい
ます。こんな調査がありました。子ども達の体験活動と自己肯定感との関係を見ると、「海や
川で泳いだことがある」などの自然体験の多い子どものうち、自己肯定感が高かった者は
61.1 ％なのに対して、自然体験が少ない子どものうち、自己肯定感が高い者は 29.7 ％にすぎ
ませんでした。同様に、「タオルやぞうきんを絞ったことがある」などの生活体験の多い子ど
ものうち、自己肯定感が高い者は 60.0 ％、生活体験が少ない者では 27.9 ％でした。また「食
器をそろえたり、片付けたりすること」などのお手伝いを多くしている子どものうち自己肯
定感が高い者は 63.4 ％、お手伝いをほとんどしていない子どもでは 22.4 ％でした。小さな頃
から自然体験や生活体験、お手伝いなどを経験している子どもほど、自己肯定感が高いと言
ってよさそうです。
豊かな心を育んでいくためには、感動体験が必要です。今年の夏も、数多くの体験をさせ
ていきましょう。８０２名の粕壁小の児童一人一人が元気に、そして充実した感動体験がで
きる夏になりますよう、期待しております。

６月２６日（日）「春日部市立小中学校普通教室等エアコ
ン整備事業 全校一斉稼動記念式典」が本校会場で行われ
ました。本校３年生の児童も参加し、石川良三市長から「涼
しい環境でも、一生懸命勉強しなければ、学力は上がりま
せん。がんばってください。」というお話をいただきました。
その後３年生が英語と歌による学習発表を行いました。(右
資料参照)
参加した皆さんから盛大な拍手をいただきました。

We are third graders of Kasukabe
elementary school.
How are you everyone?
I’m fine thank you. And you?
We are fine.
We have a good news today.
We have airconditioners in each room.
That’s great!
Hot day.
No problem.
Cold day.
No problem!
Rainy day.
No problem!
Snowy day!
No problem.
Every day’s a beautiful day!（歌う）
Every day is study day!
We study hard!
Thank you very much!

大切な歯のはなし（歯科講話）
６月１５日（水）、学校歯科医の小
川恭央先生をお招きし、歯の大切さ
についての講話をいただきました。
歯ブラシのつくりや効果的な歯の磨
き方、口の中の様子などビデオや資
料を使って、わかりやすく教えてい
ただきました。２年生は、大人の歯
になったらもう生え替わらないこと、
４年生は、むし歯の原因の歯垢について、６年生は、むし歯菌は酸を生み出すこと等を学びました。
どの子もみんな自分の歯の大切さを知り、先生の話に真剣な眼差しでした。
まもなく夏休みに入ります。健康な体は健康な歯から始まるといわれます。ぜひ、家族ぐるみで
規則正しい生活と健康な体づくりに心がけましょう。

児童の安全・安心のために！（避難訓練）

今月の生活目標：「学校をきれいにします。」
・清掃は、時間と合言葉を守ります。
・身じたくを整えます。
・机の中やロッカー、ろう下の荷物の整理整頓をします。

７月の行事予定（詳細は学年だより等で確認してください。）
日 曜

６月１３日（月）に不審者対応の避難訓練を行いました。第 2 校舎の３年１組に不審者が侵入
したという想定です。子どもたちには、事前に避難の仕方等を指導し実施しました。訓練では、不
審者への教師の対応、児童の避難誘導の仕方、警察への連絡方法、校内での連絡方法、刺股の効果
的な使い方等を実践を通して行いました。児童は、教師の指示をしっかりと聞き、避難することが
できました。訓練後、体育館に集合し、春日部警察署の方から校外で不審者に出会った時の合言葉
「いか・の・お・す・し」のご指導もいただきました。内容はお子様にお聞きになっていただき、
ご家庭でもいざというときの行動等を話し合う機会を設けていただけると助かります。
本校では、いざというとき、いつでも安全に避難でき「自分の命は自分で守れる」児童の育成を
めざしています。

学校からのお知らせ
■学校費(7月分）の引落しについて
１
２

引落し日
引落し金額

平成２８年７月１３日（水）
１・２学年
： ５,６０３円
３学年～６学年： ５,７０３円
ご協力よろしくお願いします。

■落とし物について
先日の授業参観日に、昇降口１階において持ち主に戻らない落とし物を並べさせていただきまし
た。名前がついていれば持ち主に渡すことができますが、名前がないため戻すことができません。
持ち物には必ず名前を書くようご協力をお願いします。

■今年も粕壁小学校のプールが市内の小学生に開放されます。
春日部市では、市内在住の小学生以下の子どもとその保護者の方を対象に、主に小学生の水泳活
動および親子のコミュニケーションの場の提供として、市内４校の小学校のプールを市民に開放し
ます。今年度も本校のプールが開放されます。ぜひご利用ください。
開放日：平成28年8月11日(木)～8月24日(水)の14日間
時 間：午前9時～11時50分 午後1時～3時50分
利用条件等詳しくは、春日部市のホームページをご覧ください。問い合わせはスポーツ推進課まで。

主な行事
朝体 社会科見学（４年）
１ 金 校外学習（１年）

日 曜

２ 土

17 日

３ 日

18 月

主な行事

16 土

海の日
朝読書（読み聞かせ１年）
４ 月 ５年林間前健診 一斉下校
19
お話朝会 鍵盤ハーモニカ講習会(１年)
５ 火 校内授業研究会(５時間授業 15:00 下校）20
朝体
６ 水 学校評議員会
21
基礎タイム
７ 木 ※資源回収日
22
登校指導・安全点検日
８ 金 朝体 かすかべ郷土かるた教室（３年） 23
春日部夏まつり
９ 土
24
春日部夏まつり
10 日
25
朝読書（読み聞かせ２年）
11 月
26
Ｅｎｇｌｉｓｈ集会
12 火 委員会活動 学校保健委員会
27
朝体
13 水
28
基礎タイム ※資源回収日
14 木
29
朝体 給食終了
15 金 短縮４時間授業 13:45 下校
30

音楽朝会
火 短縮３時間授業 12:05 下校
１学期終業式 短縮３時間授業
水 一斉下校 12:05
夏季休業日（～８／３１）
木 金管･バトン練習
金
土
日
林間学校（５年） 水泳学習
月 計算ﾏｽﾀｰ教室(4・6 年) 金管・ﾊﾞﾄﾝ練習
林間学校（５年） 水泳学習
火 計算ﾏｽﾀｰ教室(4・6 年) 金管・ﾊﾞﾄﾝ練習
林間学校（５年） 水泳学習
水 計算ﾏｽﾀｰ教室(4・6 年) 金管・ﾊﾞﾄﾝ練習
水泳学習 計算マスター教室(3・5 年)
木 金管･バトン練習
水泳学習 計算マスター教室(3・5 年)
金 金管･バトン練習
土

31 日
★この学校だよりは、ホームページにもカラー版で公開していますので、ぜひご覧ください。
★ベルマークの収集・資源回収へのご協力をお願いします。

