
 

 

 

 

             

 
 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の生活目標 ○机やロッカーをきれいに整頓しよう。 

日 曜 行 事 等 日 曜 行 事 等 

１ 土  17 月 彦小タイム 田植え５年生 

２ 日 
 

18 火 
児童集会 歯科健診（４年生） 
クラブ 

３ 月 
憲法記念日 

19 水 
ぶくぶくタイム  
プール清掃 内科検診（４年生・けやき） 

４ 火 
みどりの日 

20 木 
彦小タイム 
埼玉県学力・学習状況調査（４５６年生） 

５ 水 
こどもの日 

21 金 
彦小タイム 校内硬筆競書会 
尿検査２次検査回収 

６ 木 
彦小タイム 短縮５時間日課（３～６年生） 
歯科健診（２年生・けやき） 
Let's算数 3dayschallenge②（５年生） 

22 土 
 

７ 金 
特別日課 PTA総会(書面にて）表札訪問期間  
Let's算数 3dayschallenge③（５年生） 

23 日 
家庭読書の日 

８ 土 
 

24 月 
彦小タイム ピカピカ大作戦 
眼科検診（１年生） リユース見学（４年生）  
自転車講習会（３年生） 

９ 日 
 

25 火 
彦小タイム ピカピカ大作戦 クラブ 
歯科健診（１年生）１３：３０ 

10 月 

特別日課５時間 安全の日 
登校指導 個人面談① 
緑の羽根募金週間（～１７日） 
Let's算数 3dayschallenge①（６年生） 

26 水 

彦小タイム わくわくタイム ぶくぶくタイム 
ＳＣ清水先生来校 13:40～16:25 
内科検診（５年生） 

11 火 
特別日課５時間 個人面談② 
Let's算数 3dayschallenge②（６年生） 

27 木 
彦小タイム ピカピカ大作戦 
全国学力・学習状況調査（６年生） 

12 水 
特別日課５時間 ぶくぶくタイム 個人面談③ 
Let's算数 3dayschallenge③（６年生） 

28 金 
彦小タイム ピカピカ大作戦 
校内リレー大会 

13 木 
特別日課５時間 尿検査１次検査回収 
個人面談④ 
Let's算数ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾁｬﾚﾝｼﾞ①（４５６年生） 

29 土 
 

14 金 
特別日課５時間 個人面談⑤ 
Let's算数ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾁｬﾚﾝｼﾞ②（４５６年生） 

30 日 
 
 

15 土 
 

31 月 
彦小タイム 
眼科検診（３年・けやき） 

16 日 
 
 

 

 

たくましく 

やさしく 

かしこく 

求める教育を基盤に、 

子供の気力を引き出す学校 

教
育
目
標 

５月 

第２号 

令３・４・３０ 

 

 ３年生の自転車講習会を５月２

４日（月）に予定しています。学

科試験と技能試験を合格すれば、

免許証がもらえますので、彦成小

学校のルールにのっとって自転車

に乗るよう、ご家庭でもご指導お

ねがいいたします。なお、自転車

免許が許可証がわりとなります。

ご了承ください。 

 

自転車講習会・自転車免許 

児童数 ４８９ 名(令和３年４月３０日現在) 

１年生 ９１名  ４年生  ６９名 

２年生 ５８名  ５年生 １０３名 

３年生 ７７名  ６年生  ８１名  けやき １０名 

≪私のおすすめの本≫ 教頭 佐藤 孝祐 

君たちはどう生きるか 

みなさんは悩んだり、つまずいたりしたことはありませんか？この本では主人公の

コペル君が友人がいじめられたら助けるという約束を果たせず、悩んでしまいます。

そんな時、主人公の叔父さんが悩みを解決するヒントを与えます。いじめに限らず、

日常のありふれた困難に対するヒントを与えてくれる本です。高学年向けの本で、漫

画にもなった有名な作品です。人生で一回は読んでほしい一冊です。 

 

今年度は全国学力・学習状況調査（６年生対象）を２７日（木）

に実施します。また、４～６年生を対象とした埼玉県学力・学

習状況調査を２０日（木）に行います。３学期から各学級でも

対策を行いました。その成果を十分に発揮してほしいです。 

学力・学習状況調査があります 
 

 

例年２学期に実施していました校内リレー大会を今年度は

５月２８日（金）行います。ただし、保護者の方の参観はご遠

慮願いたいと思います。ご理解ご協力の程よろしくお願い致し

ます。 

校内リレー大会を行います 
 

限界をつくらない 
 

                       校 長  三 田  博 
  
 先日、５年生の道徳の授業を参観した。「当たり前のことについて、見つめ
なおそう」という課題での話し合いであった。先生が「当たり前のことをする
と、どんないいことがあるだろう。」と質問した。すると、子供たちからは「楽
しいことが増える。注意されなくなるから。」「周りの人の見方が変わる」「褒
められる。すると、もっとやる気になる」などの答えが返ってきた。素直な子
供たちの気持ちを聞くことができた。特に、「褒められると、もっとやる気に
なる」という気持ち(承認欲求)は、子供だけでなく私も持っている。 
 ある本でこんな話を読んだ。東京オリンピックで活躍が期待されている、池
江璃花子選手の母親である池江美由紀さんの話である。 
「私のようなトンビでもタカの子育てを真似てやればタカになるんだな、と

そうたくさんの本から学びました。それ以来、常に子供に対してポジティブな
言葉を掛けていきました。『あなただったら、できるよ。』『あなたの中には
もっともっと可能性があるんだよ。もっともっと天井は高いし、天井の上には
空があり、さらに宇宙がある』と言って、決して限界をつくらなかった。」 
 この限界をつくらない、ということはとても難しい。しかし、これこそ、本
校が目指している「気力あふれる児童」の気力につながるものである。この限
界をつくらないという強い気持ちを子供たちに持たせていきたい。 
「どうせ自分にできるわけはない」「自分には無理」と初めから諦めてしま

う子がいる。つまり、自分で限界を決めてしまう。自己肯定感が低いとそう思
ってしまうようだ。５年生の児童のように「褒められれば、もっとやる気にな
る」という気持ちにさせることが、自己肯定感を高めることにつながっていく。 
子供が自分の目標を達成できたら、頑張ったことを褒めて、自己肯定感を高

め、さらに高い目標を持たせる。達成できなかったら、「まだまだこれから」
とポジティブな言葉を掛け、達成できるまで見守っていく。周りの大人がこれ
を繰り返していくことで、子供たちに、限界をつくらない強い気持ちを育てる
ことができると私は信じる。ぜひ、ご協力をお願いしたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               今年度もスクールカウン

セラーとして月に１回来

ていただきます。ご希望の

方はご連絡ください。次は

５月２６日（水）１３：４

０～１６：２５に来ていた

だけます。 

 
「新学期をむかえて」or「○年生になって」 

 

２年１組  金田 あおい 
二年生になって、わたしが

がんばりたいことは、二分か
んまえとびです。いえや学校
の休みじかんにれんしゅうし
て、できるようにがんばりま
す。 

２年２組  鈴木 龍牙 
 ぼくは１学きでおともだちをた

くさんつくりたいと思っています。
百人できたらうれしいです。なので
みんなとなかよくすごせるように

したいです。 

１年１組  瀬戸口 菫 
がっこうがたのしいです。た

いいくでいろいろなうんどう
をできるようになりたいです。
ともだちをたくさんつくって、
いっしょにあそびたいです。 

１年２組  柿沼 亮多 
ぼくは、１ねんせいをむかえ

るかいのことばのだいひょう
でした。きんちょうしたけど、
たのしかったし、うれしかった
です。 

５年２組  小久保 結菜 

私は、５年２組でたくさんの思
い出を作りたいです。毎日楽しく
すごしていきたいです。そして、

６年生にあがるまでに、鉄ぼうに
力を入れて、すごいわざにちょう
戦していきたいです。 

５年１組  橋本 湊 

ぼくは５年生になってあいさつ
と、５－１を学年で１番明るいク
ラスにすることをがんばりたいで

す。目を見てはっきりとあいさつ
します。みんなとたくさん話をし
て明るいクラスにしたいです。 

５年３組  岡田 唯愛 
 私は、５年生になって新しい
友だちと会い、新しいじゅ業と
たくさんのことがふえました。
とっても楽しみです。楽しいこ
とやうれしいことをこれから
がんばっていきたいです。 

６年３組  木村 光秀 

まず、６年生として初めて登校
した日は、最高学年になった実感

がありませんでしたが、周りから
の見る目も変わり、実感がわきま
した。最高学年として格好の良い

生活を送っていきたいです。 

６年２組  小林 莉桜 

新学期をむかえて１週間がすぎ
ました。新しい環境にもなれてき
て、６年生という実感がわいてき

ました。最高学年として、下の学
年のお手本になれるように色々な
事にちょう戦していきたいです。 

６年１組  山澤 璃久 

最高学年になって、下級生の手

本になって卒業をおしまれる６年
生になりたいです。また、下級生
を引っぱって彦成小をさらにいい

学校にするために全力で何事にも
取り組みます。 

３年２組  松尾 勇成 

ぼくは、３年生になって字を
もっとていねいに書いたり、跳
び箱がもっととべるようにな
ったりしたいです。そして、み
んなをたすけられる３年生に
ばれるようがんばります。 

３年１組  岡田 李安 
バナナふりができるように

なりたいです。なぜなら、いっ
しょうけんめいやっているけ
どできないからです。１学きに
は、できるようになります。 

４年２組  佐々木 聖那 
新学期が始まってさい初の日は、

ワクワクドキドキしていました。教

室の階も１つ上がって、自分の気持
ちも少し上に上がった感じがしま
した。友達もやさしい子ばかりで楽

しい日々です。 

６年３組  岩田 蒼介 

ぼくたちは、最高学年になったの

で、１年生から５年生までのみんな
を引っぱっていきます。委員会やク
ラブ、わくわくタイムなどでリーダ

ーシップを発揮し、最高学年らしい
活やくをしたいです。 

４年１組  髙橋 そら 

わたしは、「自分のことは自分で
しっかりとやる」そんな気持ちで四

年生の新学期をむかえました。まだ
まだ失敗することもあるけど、これ
からたくさん成功させていきたい

です。 

６年２組  小佐田 琉夢 

１年生で入学してから６年、い

よいよぼくも最高学年になりまし
た。めんどうを見てもらう側から
見る側へ。最高学年としてやるべ

きことを残り１年、全力でやりぬ

きます。 

６年１組  田村 理世 
 小学校生活最後の１年間が始ま
りました。この新学期、私は自分
で「最高学年として見られる」と

いう目標を立てました。この目標
を達成するため、様々な場面で活
やくしていきたいです。 

今年度も、音チャレカードの表紙を左記のようなものに

させていただきました。より、家庭学習が充実されるよ

う工夫されております。保護者用も配付させていただい

ておりますが、こちらもご確認ください。 

 

○家庭学習の時間は、お子様が決めた時間が書かれていま

す。 

家庭学習の手引きでは、以下の通りとなっています。 

  １・２年生…３０分以上 ３年生…４０分以上、 

４年生…５０分以上   ５年生…６０分以上、 

６年生…７０分以上  

○「家庭教育宣言」、「彦小 親子ルール」もお子様が常に

確認できるようになっています。守れるように意識して

もらいたいです。 

１年３組  大久保 勇佑 
１ねんせいをむかえるかい

は、どきどきしたけれど楽しか
ったです。２ねんせいがプレゼ
ントしてくれたあさがおのた
ねをたいせつにそだてていき
ます。 

３年３組  橋本 彩 

 わたしは、１・２年生よりも年上

なので、かっこいいところやあいさ
つのできるところを見せたいです。
そして、３年３組のなかまとしてや

くに立てるようにがんばります。 

けやき２組  細谷 颯 
２ねんせいでがんばりたい

ことは、たいいくです。１００
メートルをはやくはしってみ
たいです。こくごとさんすうも
がんばりたいです。 

 
 
  

今年度よりメールにて欠席連絡をお願いしております。急な場合を除き、電話での欠席連絡はお
控え願えるようよろしくお願い致します。また、欠席する場合につきましては、連絡袋等を通学班
のお子さんに渡す必要はございません。期限が迫っている文書や重要な書類を早急に届けなければ
いけない場合に限り、近所のお子さんを通じて封筒等に入れてお渡しさせていただきます。ただし、
欠席する場合は通学班の班長への欠席連絡はよろしくお願い致します。 


