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ことばのかたち
校 長

廿

浦

博

６年生校内バスケット大会開会式の時、撮影に来ていたカメラマンさんから嬉しいことば
をいただきました。
「こんなに規律正しい学校は、久しぶりです。生徒さんの態度や返事がとてもいいです
ね。」
６年生が開会式に臨んでいる姿、司会者の進行や教員からの指示に対応するしっかりとし
た返事、頑張ろうという気迫、様々なことが緊張感のある開会式につながったのではないで
しょうか。このことばは閉会式の時に、子ども達に伝えました。子ども達の自信につながる
と思います。
また、５年生は舘岩自然の教室で自然の家の所員の方から、
「礼儀正しく行動し挨拶もしっかりとできています。大人数ですが、規律を守って生活で
きます。退所式に臨む姿は、厳粛でとても素晴ら
ことばのかたち
おーなり由子
しいです。」とお褒めのことばをいただきまし もしも
話すことばが 目に見えたら
た。
どんなかたちを しているだろう
４年生はプラネタリウム見学で、
たとえば
「きびきびと行動できて、素晴しいですね。」 うつくしいことばは 花のかたち
色とりどりの花びらとなって
と、担当の方からお褒めのことばをいただきま
くちびるから はらはら まいおちる
した。いろいろな場面で、子ども達のよさが発
大きくてやわらかい花は
どんなことば？
揮されてとても嬉しいです。
ちいさくてかわいい花は
さて、３月のミニバスケットボール卒団式に
どんなことば？
出席させていただいた際、コーチのお一人が紹
うつくしいけれど トゲのある
ばらのようなことば
介した「ことばのかたち」という詩が、とても
ありふれているけれど うれしい
心に残ったので紹介します。「ことば」は不思議 シロツメクサのようなことば
声によって 色はかわるのかな
なもので話し手の心を伝えてくれます。特に話
きっぱりとした声なら
し手が口から音声として発した時には、文字と
オレンジの花
しずかな声なら 青い花
して表現した「ことば」よりも何倍も人の心を
やさしい声は さくらいろ
伝える役割を果たしてくれます。「ことば」の
そんなふうに
意味は一つなのに声の大きさや強弱、言い方、
たとえば
だれかを傷つけることばが
トーン、抑揚等によって、話し手の言おうとし
針のかたちをしているとしたら
ていることが、聞き手に思うように伝わらない
どうだろう
話すたびに とがった針が
ことがあります。場合によっては、意図するこ
口から発射されて
とと反対に伝わることもあります。私たちは社
相手に刺さるのが見えたとしたら
会の中で生きていくコミュニケーション手段と
目のまえで つきささる針
思いもよらないことばが 相手に刺さるのを
して「ことば」を必ず遣います。私達は心を込
見ることになるかもしれない
めた「ことば」を大切に遣い、よりよい人間関
刺さった場所や
血のにじんだ傷口まで 見えるとしたら
係や信頼関係を築き、豊かな生活を過ごしたい
ことばの使い方は 変わるだろうか
ものです。
・・・
（以下 略）

今月の生活目標：友だちのよさを見つけよう
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２

家庭訪問 短縮５ １４：０５～下校 学校評議員会・学校関係者評価委員会
いじめ防止対策委員会 さいたま市学校安心メール試験配信
金 家庭訪問 短縮５ １４：０５～下校 教育実習終了

３

土 PTA 廃品回収

４

日

５

月 ま(学年学級)

６

火 ぬ（講話朝会） 算数授業研究会

７

水 ま（３４ひま読み聞かせ）

８

木 ま（算数）

９

金 ぬ（バスケ激励会） 委員会（６年アルバム撮影）

１

木

１年別所沼たんけん

歯と口の健康週間（～６/１０（金））

プール清掃 読み聞かせ（２０分休み） ２年町たんけん①

校内競書会

歯科健診（１３５年ひま）

放課後チャレンジ

10 土 土曜チャレンジ 支援隊活動（校庭整備）８：３０小雨決行、雨天中止
11 日
12 月 ま（学年学級） プール開き（～１６日（金）） １年別所沼たんけん予備日
13 火 ぬ（スス体） 南区バスケ大会
14 水 ま（１２年読み聞かせ）

教育相談日 SSW・SC 在校日 ２年町たんけん予備日

15 木 ま（算数） 学校保健委員会 15:30
16 金 ぬ（体学学） クラブ④ 縦割り通学班遊び 夜間巡回パトロール

○水遊び・水泳指導について
６月１２日（月）から学年ごとにプール開きが行
われ、今年度も水遊び・水泳指導が始まります。
「健
康診断結果のお知らせの通知（眼科、耳鼻科、内科
など）」を受け取った児童は、治療が済まないとプ
ールに入れないことがあります。早めに治療を済ま
せるようお願いいたします。
水遊び・水泳指導での約束は以下の通りです。
①プールサイドを絶対に走らない。
②バディをしっかりと組む。
③危険なとびこみをしない。
④口を結んで話を聞く。
命にかかわる大事な約束です。ご家庭でも、
朝の健康観察、プールカードの全項目の記入
と捺印をよろしくお願いします。

育成会相撲大会

17

土

18

日

19

月

ま（学年学級） 早寝早起き朝ごはんデー

20

火

ぬ（英体ス） 5 年校外学習

21

水

ま（５６年読み聞かせ） ２年町たんけん②

22

木

ま（算数） ６年修学旅行① 放課後チャレンジ 給食試食会 PTA 研修

23

金

ぬ（心カ） 修学旅行② クラブなし５時間 14:50 下校
ノーテレビ・ノーゲームデー

○歯科健診実施による下校について
＜期日：６月８日（木）＞
１･３･５年生、ひまわり学級が歯科健診を
実施します。３・５年生の下校時刻はクラ
ス・学年によっても異なります。
最後のクラスは１５：３０頃になると予想
されます。

南区一斉あいさつ運動

24 土 土曜チャレンジ 硬筆中央展・市合同展
25 日

～給食費・PTA会費の引き落としについて～
６月５日（月）に第１回の給食費の引き
落としがあります。ご確認をお願いします。
毎月支払いのご家庭は４～６月分、一括支
払いのご家庭は４～３月分です。詳細は、
４月１１日付の配付文書「給食費・PTA会費等の
引き落としについて（お願い）」をご確認ください。
なお、引き落としができなかったご家庭
には、後日お知らせをします。給食費は児
童を通してではなく、保護者の方が直接学
校までご持参ください。

硬筆中央展・市合同展

26

月

ま（学年学級） ６年アルバム撮影（8:30～）

27

火

ぬ（音楽朝会） 縦割りにこにこ給食 ペットボトル収集

28

水

ま（３４年ひま読み聞かせ） SC 在校日 ２年町たんけん予備日

29

木

ま（算数） 委員会④ ５・６年１５：４０下校

30

金

ぬ（学年学級） 交通安全教室１３年 体育科授業研究会
内谷中学校職員授業参観（５校時） クラブ・委員会なし 全学年１４：４０下校

内谷中学校職員授業参観（５校時）

７ 月 当 初 の 予 定
３

月

ま（学年学級） クリーン週間（～１４日）

４

火

ぬ（英ス体） 授業参観・懇談会２３４ひま

５

水

ま（１２年読み聞かせ） 授業参観・懇談会１５６

５月の安全点検の報告
先月の点検結果に特に異常は
認められませんでした。

○学校保健委員会が開催されます。
・日時 ６月１５日（木）
１５：３０～１６：３０
・場所 本校 高学年図書室
・演題「学校で行う歯科指導について」
・講師 学校歯科医 石田 昭彦 先生
本校で行っている８０２０歯の健康に
関する指導や、歯科巡回指導などについて
講演をいただきます。

☆縦割りにこにこ給食のお知らせ☆
＜日程 ：６月２７日（火）＞
兄弟クラスでの活動・遊びの活動を通して、
よりよい人間関係を育てることをねらいとし
ています。今年度は一緒に給食を食べます。

☆「さいたま市学校安心メール」の全登録者に向けた配信試験があります。
配信日時：６月１日（木）午前中

＜下校時刻の変更について＞

配信内容：さいたま市教育委員会からの配信試験

６／３０（金）委員会活動なし

６／２９（木）委員会活動あり

５･６年生 １５：４０下校
全学年

１４：４０下校

