教育目標（めざす児童像）○思いやりのある子 ○進んで学ぶ子 ○体をきたえる子
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武西の「あ」
『お』
校 長
横崎 剛志
先日の台風１９号は、日本各地・埼玉県においても甚大な被害をもたらしました。災害
で犠牲になられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申
し上げます。

武里西小は校舎の構造上、階段や踊り場にほこりがたまりや
すい造りになっています。それは、今から１７年前、ピカピカ
の校舎だった時から変わりません。当初は、朝、教員が階段の
掃除をしていたのを思い出します。
今はどうでしょう。なんと、子供たちが進んで階段掃除をし
てくれています。特に３年２組の子供たちは、毎日階段掃除に
取り組んでくれているのです。
また、落ち葉が舞い散る季節になり、正門から校舎への通路
には、たくさんの落ち葉がたまるようになってきました。これ
も、６年生の子供たちが担任と共に落ち葉を掃き集めてくれて
います。まさに、武西の『お』。共に生活する仲間への
「思いやり」を感じる行動です。
「いい挨拶だね。」
「お掃除、ありがとうね。」と声をかけながら、うれしい思いでいっぱ
いになります。
「あいさつ」も「思いやり」も、素敵な子供たちの姿がどんどん広がってい
くことを願っています。

の

行 事 予 定

曜日

１日

１１月の生活目標
（金） すこやかタイム 登校指導
市内音楽会（５年２組出場） 時間を守ろう
武
（土） 武里団地文化祭（武里大枝公民館）・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（低学年）開始時刻までに席に着く
里
西
（日） 文化の日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（高学年）時間を意識して、学習活動
小
（月） 振替休日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学
や仕事をする
（火） 生活表彰朝会
校
スーパー元気･さわやか集会（会場：春日部南中）
図
書
（水） すこやかタイム 中学生社会体験チャレンジ事業１日目 委員会
館
たけにしタイム
祭
（木） えいごのじかん 中学生社会体験チャレンジ事業２日目
り
４学年車いすバスケットボール体験（３校時～）
十
２学年学年活動（６校時）
一
（金） すこやかタイム 中学生社会体験チャレンジ事業３日目
月
春日部市特別支援学級合同遠足（東武動物公園）
一
日
６学年ドリームカンパニー
（
（土） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金
（日） かすかべ郷土かるた大会（ウイングハット）
・・・・・・・・・・・・・・
）
～
（月） 読書タイム はっぴーランチ（１１月） 一斉下校
二
（火） 学級活動 たけにしタイム（リハーサル） 教育相談日
十
（水） すこやかタイム ４～６年６時間目授業
二
（木） 県民の日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日
（
（金） 朝掃除 感謝の会（４校時）
金
（土） ＰＴＡバザー
ｶｽｶﾍﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾃﾞｲ（午後：大沼体育館）
・・・・・・・・
）
（日） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（月） 読書タイム 放課後子供教室②
春日部市特別支援学級合同遠足予備日
（火） 学級活動 代表委員会
（水） すこやかタイム クラブ
（木） えいごのじかん 校内授業研究会のため５時間授業
武西読書の日
（金） すこやかタイム
たけにしゲームランド（昼休み～５校時）
（土） 勤労感謝の日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（日） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（月） 読書タイム 集金日 書きぞめ競書会
４～６年生６時間授業（下校時刻 1~3 年 14:25、4~6 年 15:15）
（火） 音楽朝会 書きぞめ競書会
（水） すこやかタイム クラブ
（木） えいごのじかん 校内持久走大会 授業参観・懇談会（全学年）
（金） すこやかタイム 校内持久走大会予備日 書きぞめ代表児童練習開始
（土） 市内美術展（匠大塚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２日
３日
４日
５日
６日
７日

８日

さて、武里西小で育てたい子供たちの姿として、武西の「あいうえお」を掲げています。
「あ」あいさつ、「い」いのち、「う」うんどう、「え」えがお・うたごえ、
「お」おもいやり、「か」かていがくしゅう
『あ』では「あいさつが進んできる子」に育っていくよう、
【あいさつチャレンジカード】
に取り組んでいます。相手（先生）に伝わるあいさつができる
と合格をもらい、カードにスタンプが増えていきます。あいさ
つが進んでできる子に育てる…その第一歩としての取り組みで
す。最近は、本当にたくさんの子供たちが相手に伝わるように、
進んであいさつができるようになってきたと感じています。
さらにうれしいのは、１年生のある子が「地域の人から合格
をもらった」と、カードに合格印を書いていたことです。ほめ
てくださった地域の方に心から感謝しています。こうやって挨拶を通して地域とのつなが
りができていくこと…そういう広がりが大事なことだと感激しました。家庭でも地域でも、
子供たちからのあいさつにどんどんほめ言葉（「元気だね」
「いい挨拶だね。」
「合格だよ。」）
をかけていただけると幸いです。

１１月

日

９日
１０日
１１日
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日
２７日
２８日
２９日
３０日

＜11 月 1 日は「彩の国教育の日」＞
県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国教育の日」
１１月１日から７日までを「彩の国教育週間」としています。今月も先月同様に、子
供たちの活動の様子を家庭や地域の皆様にお知らせしていきます。引き続き御支援・
御協力をお願いします。

引き続き保護者の皆様の御協力をお願いいたします。

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です
いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、決し
て許されることではありません。
埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に
取り組んでいます。
いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してく
ださい。

本校では、毎月定例で会議・情報交換の場を設け、気になる事柄や情報
など教職員で共通理解しながら、いじめの未然防止、早期発見、早期対応
に努めております。
２年 校外学習 10/3

１年 校外学習 10/16
公園で秋探しをしながら、友達

グループで活動していろいろ
な動物を見学しました。

と仲良く活動しました。

相談窓口等
○ よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター） （毎日２４時間）
な や み ゼロゼロ
ハ ロ ー
さ い の く に
１８歳以下の子供用（無料）＃７３００ 又は ０１２０－８６－３１９２
埼玉県のマスコット「コバトン」
こ こ ろ
お は な し
保護者用
０４８－５５６－０８７４
Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp
ハ イ
さ い の く に
ＦＡＸ相談 ０１２０－８１－３１９２
※Ｅメール、ＦＡＸ相談の受信確認及び返信は、平日の９時から 17 時の時間帯に行っています。
○ いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 小・中・高校生の「いじめ」に関する通報
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html
※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する返信は行いません。
※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないように調査・対応します。

○ 埼玉県警察少年サポートセンター
（月～土／祝日・年末年始を除く８時３０分～１７時１５分）
０４８－８６１－１１５２（少年用） ０４８－８６５－４１５２（保護者用）
３年 商店街見学

４年 自転車免許講習 10/1

10/16

商店街を見学し、仕事の様子や

体育館で自転車免許講習を行
いました。

様々な工夫を見つけ

○ 子どもスマイルネット （毎日／祝日・年末年始を除く
０４８－８２２－７００７

１０時３０分～１８時）

○ 社会福祉法人 埼玉いのちの電話（毎日２４時間）
０４８－６４５－４３４３

ました。

○ 特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン （毎日１６時～２１時）
１８歳以下の子供専用（無料）０１２０－９９－７７７７

〇

埼玉県のマスコット「コバトン」

埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター）心の健康や悩みに関する相談
（平日／土・日・祝日・年末年始を除く ９時～１７時）
０４８－７２３－１４４７

５年

市内音楽会ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ

9/26

市内音楽会に向けて、学年でｵｰ
ﾃﾞｨｼｮﾝを行いました。

６年 家庭科調理実習 10/18
グループの友達と協力して、朝
食の献立を考えて調理しました。

○ 子どもの人権１１０番 （さいたま地方法務局）
（平日／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分）
（無料）０１２０－００７－１１０
子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html

お問い合わせ
埼玉県県民生活部青少年課
TEL048-830-2907

埼玉県のマスコット「コバトン」＆「さいたまっち」

