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日 曜日 主な行事 

１ 火  B日課   「彩の国教育の日」 

２ 水 全校朝会 委員会活動 

３ 木 祝日 文化の日 

４ 金 ぐんぐん ４年、5年「お米パーティー」 

５ 土   

６ 日   

７ 月 ふれあい さくらんぼキッズ 

８ 火 ぐんぐん 4年生 社会科見学（川越方面） 

９ 水 ハッスル 6年 薬物乱用防止教室  クラブ活動 

１０ 木 児童集会 2年 昼のおはなし会（おはなしポケット） 

１１ 金 音楽朝会  

１２ 土   

１３ 日   

１４ 月  埼玉県民の日 

１５ 火 ぐんぐん 

就学時健診（5年 15:50下校、１～４年・
6年は３時間授業・給食後 12:35下校） 
さわやか相談員来校 

１６ 水 ハッスル 市内小中学校合同音楽会（5年生出場） クラブ 

１７ 木 ぐんぐん ロング昼休み（黄色グループ縦割り班活動） 

１８ 金 ぐんぐん 
第 2回学校評議員会・第 1回学校関係者評
価委員会 

１９ 土 さくら縁日 
3・4年 9:00～10:00 1・2年 10:15～11:15 
5・6年 11:30～12:30 

２０ 日   

２１ 月  
B日課 

6年 陸上競技合同記録会（瑞木小） 

２２ 火  
１・2年合同校外学習（成田ゆめ牧場） 
教育相談日 陸上競技合同記録会予備日 

２３ 水 祝日 勤労感謝の日   三郷家読書の日 

２４ 木 ぐんぐん 
5年 自然体験学習（筑波山） 

1年 昼のおはなし会（おはなしポケット） 

２５ 金 ぐんぐん 避難訓練 

２６ 土  （中学校選択制抽選日） 

２７ 日   

２８ 月 ふれあい  

２９ 火 全校朝会  

３０ 水 ハッスル 委員会活動 

１年 ３６名  ２年 ４８名 

３年 ４０名  ４年 ４６名 

５年 ３９名  ６年 ４１名 

特別支援学級   ３名 

児童数計   ２５３名 

行事予定 
 

１１月の生活目標 

 

Ｄｅｇａｗａ Ｅｎｇｌｉｓｈ 
 

“出川イングリッシュ”って、ご存じですか？ 

日曜日のあるテレビ番組で、タレントさんが海外に行き、苦手な 

英語を使い、与えられたミッションを達成するべく、果敢に挑む 

コーナーがあります。タレントさんが夢中で頑張る姿が滑稽なこと 

から、その名前をとって“出川イングリッシュ”と呼ばれているようです。 

私は、息子とその番組を見ることが多いのですが、私はそのタレントさんに、毎回、感

心してしまいます。とんちんかんな英語に加えて、日本語さえ怪しいこともあるのに、身振

り手振りを交えて必死で思いを伝えるたくましさと、粘り強さは、学ぶことが多い気がし

ています。 

とかく人間は、自分とは違う未知の性質をもつ相手に対して、警戒心をもちます。自分

を守ろうとする本能的な気持ちの現れなのかも知れませんし、それは安全のために必要

な時もあります。 

でも、危険な相手でない限り、異質な相手にも興味をもち、心をひらき、尊重する気持

ちをもてるか、という命題は、私たちは常に問われているような気がするのです。外国の

方との会話に限らず、より多くの人と心をつなぎ、共に生きていこうとする気持ちは、平

和な共生社会を構成するために、大切なものではないでしょうか。 

学校生活の中では、お友だちとの相性がいいとか、わるいとかはあっても、それなりに

関係をつくり、仲間としてうまくやっていく力に通じるかも知れません。子どもたちは、成

長するにつれて徐々に、相手の異質に気づくようになります。心の機微にも気が付くよう

になります。それらを肯定的に受け容れ、自他ともに個性として尊重する心を、学校生活

全体をとおして、大切に育んでいきたいと思っています。 

埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」としています。 

いじめ撲滅は何よりも大切ですが、その根っことなる、広く温か 

い心の教育に、じっくりと取り組んでいきたいと思っています。 

秋深まる１１月。本校の桜っ子たちも実りの秋を迎え、２学期 

の学習も仕上げに向かいつつあります。１１月も引き続き、子どもたちへのあたた 

かな見守りと応援を、どうぞよろしくお願いいたします。 

（校長 古橋立哉） 

 

「誰かを支えるあなたも支える。」 
11月は ケアラー月間 です 

１５日（火） 就学時健康診断 
 来年度に入学予定のお子さんの健康診断を実

施します。健診の手伝いをする５年生以外は短

縮３時間授業となり、下校時刻が早まります。 

１年～４年・６年 １２：３５完全下校 

５年     １５：５０頃の予定 

 
 11月 22日、６年生が瑞木小を会場に、立花

小と３校合同の陸上競技記録会を行います。 

 記録会では、全員「５分間なわとび」に挑戦し

ます。そのほか「４00Mリレー」「走り高跳び」

「走り幅跳び」「80M 走」の個人種目に出場し

ます。 

 ※保護者の皆さまへの公開はありません。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

１２月 学期末の予定 
 ２日（金）  校内持久走大会 

８日（木）  音楽鑑賞会 

１２日（月）～ B5日課 

１３日（火）  総合学力調査  

２１日（水）  給食最終日 

２２日（木）  短縮３時間授業 

２３日（金）  第２学期終業式 

11月は埼玉県いじめ撲滅月間 

 

 

  

入賞者を紹介します（敬称略します） 

ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、無償
で介護、看護、日常生活上の世話や援助をしている方
です。ケアラーのうち 18歳未満をヤングケアラーと
定義しています。 
 ケアラーが孤立することのない社会を目指し、埼玉
県では 11月を「ケアラー月間」と定め、集中的な広
報啓発に取り組んでいます。 
詳しくは県 HPをご覧ください。 

小学校陸上競技合同記録会 

本をたくさん読みます 

◇郷土を描く児童生徒美術展 特選 

 2年 ○○ ○○  4 年 ○○ ○○ 

◇発明創意くふう展 

 優秀賞 4年 ○○ ○○ 

優良賞 ４年 ○○ ○○   

◇環境ポスター展 

 教育長賞    ５年 ○○ ○○ 

倉持電機賞   5年 ○○ ○○ 

ショウワ樹脂賞 5年 ○○ ○○ 

◇REUSE ３Rポスター展 

 入選  4年 ○○ ○○ ○○ ○○ 

 優秀賞 4年 ○○ ○○ ○○ ○○ 

◇第 72回埼玉県統計グラフコンクール 

県知事賞 2年 ダンゴムシけんきゅう隊 

○○ ○○  ○○ ○○  ○○ ○○ 

○○ ○○  ○○ ○○  ほか 10名 

◇身体障がい者福祉のための第 64回埼玉県 

児童生徒美術展 特選 ４年 ○○ ○○ 
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