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毎日少しずつ・小さな積み重ね
校

長

横崎

剛志

２０１９年３月２１日、イチロー選手が、２８年間のプロ野球選手生活に区切りをつけ、現
役を引退しました。イチロー選手が残した記録は次のようなことがあります。

メジャーリーグシーズン最多安打記録保持者（262 安打）
通算安打世界記録保持者（日本・メジャー通算 4257 安打。ギネス世界記録に認定）
最多試合出場記録保持者（日本・メジャー通算 3563 試合出場）
特に２００４年、メジャーリーグ最多安打を記録したときには、その様子をテレビで見ながら、
感動して涙が止まらなかったことを覚えています。
そのイチロー選手がこんなことを言っています。

その１
努力せずに、何かできるようになる人のことを「天才」というのなら、僕はそうじゃない。
努力した結果、何かができるようになる人のことを「天才」というのなら、僕はそうだと思う。
人が僕のことを、努力もせずに打てるんだと思うなら、それは間違いです。
その２
夢を掴むことというのは一気には出来ません。
小さなことを積み重ねることで、いつの日か信じられないような力を出せるようになっていきます。
世界の人々から天才と言われてきたイチロー選手。しかし、それを支えてきたのは常人ではで
きないような小さな努力の積み重ねなのです。では、小さいことなら続けられるのか…
毎日少しずつ
それがなかなかできねんだなあ
相田みつを
本当にその通りです。
「毎日少しずつ」それこそが大切なのです。
そして、その小さな積み重ねが、大きな結果につながってきたの
が武西の子供たちの陸上競技大会の結果なのだと思います。
給食の準備時間にも校庭ではリレーの練習が行われています。
（もちろん放課後にも練習があります）その練習に参加するたく
さんの子供たち。そして、それを指
導する教師。それが毎日毎日繰り返されます。食事前に全力で走っ
て気持ち悪くなったりしないかな…と心配もしましたが、鍛えられ
た体にはそういったこともないようです。タイムも少しずつ上向き
になってきました。記録表を見て、子供たちもうれしそうです。
6 月 6 日に市内陸上競技大会、南ブロック大会が行われます。そこ
で、今までの「小さな努力の積み重ね、毎日少しずつ」の成果がき
っと花開くことと思います。がんばれ！武西っ子！

教科書展示会のお知らせ
１ 日時

６月１４日（金）～６月２９日（土） ９：３０～１６：３０
（土曜日のみ９：３０～１２：００
日曜日は開催しません）
２ 場所
春日部教科書センター
（春日部市立春日部中学校敷地内）
住所 粕壁４－４－１５
電話 048-761-2253
３ 問い合わせ
春日部市教育委員会 指導課 電話 048-763-2448
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６月の生活目標

時刻を守ろう。
（低学年）開始時刻までに、
春日部南中体育祭・・・・・・・・・・・・・・・・
席につく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（高学年）時間を意識して、学習活
読書タイム 集金日 一斉下校
動や仕事をする。
はっぴーランチ（６月）
生活･表彰朝会 学童歯みがき大会（３年生）
知能検査（２，４年生）
すこやかタイム 委員会（６月分） ＰＴＡ茶話会
学級活動 市内陸上大会（緑小会場） お弁当の日
すこやかタイム 市内陸上大会予備日
市民体育祭陸上競技大会（大沼運動公園）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
読書タイム 体力テスト
4～6 年生 6 時間授業（1～3 年生 14:25 下校、4～6 年生 15:15 下校）
児童集会 プール開き 体力テスト たけにしタイム
すこやかタイム ＰＴＡ会費集金日
体力テスト 手話体験（４年生）
えいごのじかん 体力テスト 商店街見学（３年生）
すこやかタイム 体力テスト さわやか相談員来校
ピカピカタイム
土曜公開日（公開１～３校時 ４校時:避難訓練（引き渡し訓練）
市内硬筆展（ふれあいキューブ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
開校記念日 （6 月第 3 月曜日）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
音楽朝会 代表委員会 教育相談日
日本フィルハーモニー事前ワークショップ（３～４校時）
すこやかタイム クラブ
えいごのじかん かすかべ郷土かるた講習会（３年生：３，４校時）
環境学習講座（4 年生：２～４校時） 武西読書の日
すこやかタイム 点字体験（４年生）
県硬筆展（本庄市立本庄東小学校）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
県硬筆展（本庄市立本庄東小学校）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ピカピカタイム 集金日（７月分）はっぴーランチ（７月）
4～6 年生 6 時間授業（1～3 年生 14:25 下校、4～6 年生 15:15 下校）
生活表彰朝会 たけにしタイム ザリガニつり体験（２年生）
すこやかタイム クラブ 高齢者疑似体験（４年生）
ザリガニつり体験予備日（２年生）
えいごのじかん 校外学習（４年生：浄水場、消防署など）
すこやかタイム 市内特別支援学級合同学習会（本校会場）
市内ドッジボール大会（２、３年生：ウイングハット）
・・・・・・・・・・・
市内ドッジボール大会（４～６年生:ウイングハット）
・・・・・・・・・・・

５月は、それぞれの学年で様々な体験学習や体験活動が行われました。主なものを紹介します。

１年生 生活科 春の公園
近隣公園まで 1 年生みんなで歩いていきました。公園内
では、みんなで走り回ったり、生き物とふれあったりしな
がら遊び、楽しい時間を過ごしました。

４年生 体験を通した学習
理科の時間に様々な体験を通して学んでいます。
「空気と
水」の学習では、いろいろな違いを学習し、日常生活にど
のように生かされているかを知りました。

２年生 グリンピースのさやむき体験
グリンピースのさやむきをしました。さやの中に並ん
で入っているグリンピースに興味を持ちながら一生懸
命取り出しました。その日の給食で使われました。

５年生 田植え体験
原さんに田んぼをお借りして、田植え体験をさせていた
だきました。学校に戻って、原さんの田んぼと同じように
米作りをしたいと考え、花壇を田んぼに作り替えました。

３年生 リコーダー講習会
講師の先生をお招きして、リコーダーの弾き方を学び
ました。いろいろな大きさのリコーダーがあって驚きま
した。

６年生 プール掃除
朝からプール掃除をしてくれました。いつも以上の頑
張りのおかげで、放課後には、きれいなプールに変身し
ました。６月１１日のプール開き、水泳学習が今から楽
しみです。

学校評議員会

５月２３日(木)に、交通安全教室を実施しました。埼玉県では交通事故による死者数が毎年
全国でワースト５に入る状況が続いています。下校後の時間帯、自転車の事故、飛び出しの
事故等が多くなっております。今回の学習を生かして交通事故には十分気をつけましょう。

５月２０日(月)に令和元年度、第１回学校評議員会を開催しました。
〈学校評議員〉
佐々木輝夫 様
矢島 順子 様
林 重盛
様
平尾 典子 様
永井 知子 様
今年は１名の新しい評議員さんをお招きし、本校の今年度の経営方針等を説明させていただき
ました。授業参観後にいろいろな御意見を伺いました。今後の学校運営を進めるにあたって参考
にさせていただきます。ありがとうございました。

