
【校訓】 

＜勤勉＞ 

＜友愛＞ 

＜健康＞ 

      「育児」は「育自」  ～「子供を育てる」ではなく「子供とともに親が育つ」～ 

校長 関根 久美子 

 

 以前、道を歩いていると、どこからともなく、子供が歌う声が聞こえてきました。小さな子のたどたどしい歌声で

す。何か童謡を歌っているようです。私があたりを見回すと、３歳くらいの男の子がお母さんに手を引かれて、歩い

てきました。「ああ、この子が歌っていたのね。きっと、お母さんが一緒に歌っているのを、真似して歌っているの

ね。」と思いました。お母さんと子供が、だんだんと私のほうに近づいてきたので、その親子の様子を見て私は、少

し「違和感」を感じました。お母さんは、歌って（口ずさんで）いなかったからです。男の子に目をやると、その子

はスマートフォンを耳に当て、そこから流れてくる童謡に合わせて歌っていたのです。お母さんは無表情で、男の子

の手を引いて歩いていきました。 

 また、ある時、ベビーカーを押して電車に乗ってきたお母さんは、赤ちゃんがぐずると、ベビーカーを揺らして、

あやしていました。けれども手に握られたスマートフォンから目を離すことはありませんでした。 

 あるイベントでは、子供たちが舞台の上で一生懸命発表をしていました。子供たちの頑張りに「大きな拍手」が起

こるのかと思ったら、拍手はまばらでした。客席のほとんどの人たちがカメラやスマートフォンで写真や動画をとる

ことに夢中で、拍手をすることができなかったのです。 

 私は、決してスマートフォンが「悪い」と言っているのではありません。むしろ、新たな「ツール」として上手に

活用していきたいと感じています。 

 子育てに「正解」はありません。「マニュアル」もありません。けれども私は、お母さん、お父さんが直接子供た

ちに話しかけることは「必要なこと」「大事なこと」だと思います。一緒に、歌を歌ったり、同じ本を読んで笑った

り、共通の話題で考えたり、一緒に汗を流したり、親子というよりも、人間同士のふれあいは子供の心の成長に欠か

すことはできません。   

お子さんと共に過ごし、成長を感じることができる時間には限りがあります。お子さんは、日々、成長していくの

です。その時々の、本当に大切な心の成長は、お母さん、お父さんが直接見て、心の中に刻んでください。もちろん、

お子さんの成長を、記録に残すことは大事なことです。けれども時には、お母さん、お父さんの目で、ファインダー

越しの切り取られた風景の中にいるお子さんではなく、大きな現実の世界の中にいる「生」のお子さんの姿を見てく

ださい。そして、心のアルバムにしっかり「記憶」してください。じっと見つめるご家族の暖かい眼差しに子供たち

は、勇気をもらい、励みにし、頑張れるはずです。そして、時には両手で「ぎゅっと」抱きしめたり、大きな拍手を

送ったりしてください。手と手が触れ合う温かさ、目と目で見つめあう信頼感は、AI には任せられません。運動会

ではお子さんの活躍に、是非、大きな拍手を送ってあげてください。 

５月１８日（金）に PTA 総会が無事終了し、引き続き矢作会長のもと平成３０年度の PTA 活動がスタートしまし

た。退任された執行部、部長、役員の皆様、ありがとうございました。昨年度は、運動会の「大玉」を購入していた

だいたり、古くなった体育館の椅子を新しいものと交換していただいたり、たくさんのご支援をいただきました。あ

りがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。本年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP：http://www.sch.kawaguchi.saitama.jp/kamiaokiminami-e/ 学校だよりは、ホームページからもご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 5 月 25 日 №417 

川口市立上青木南小学校 

住所：川口市上青木 1-6-43 

ＴＥＬ：２５１－１１５９ 

ＦＡＸ：２５１－１０８７ 

 

学 校 教 育 目 標 

心身ともに健康で、調和の取れた人間性豊かな児童の育成 

考える子     やさしい子    たくましい子 

避難訓練・引き渡し訓練 

歯と口の衛生週間 

６月１日（金）～２９日（金）を校内「歯と口の衛生週間」と位置付けました。「進んで、歯や口腔をきれいに

しようとする子」を目指して次の取組を行います。 

 

パワーアップタイムが始まりました 

５月１日（火）に避難訓練、引き渡し訓練

が行われました。万が一の災害に備え、先生

の指示に従って素早く避難行動がとれまし

た。引き渡し訓練では、お忙しい中ご参加と

ご協力ありがとうございました。おかげさま

でスムーズに引き渡しを実施することがで

きました。ご家庭でも、この機会に非常時連

絡手段、災害時の行動等についてお話しくだ

さい。 

６月５日（火） 

学校歯科医講話  

学童歯みがき大会(４年) 

６月１日（金）～７日（木） 

歯磨きカレンダー 

６／２（土）６／３（日） 

家庭での歯みがきテスト 

（１年生は９、１０日） 

６／１３（水） 

第一回学校保健委員会 

６／１９（火） 

児童集会  

保健委員会児童の発表 

今年度から月・火・金曜日の２０分休みにさわや

かタイムを行っています。体を動かす楽しさや心地

よさを味わわせ、一層の体力の向上を図ることを目

的としています。 

 その中でパワーアップタイムという取組があり、

綱引き、投力、なわとび、体操などを行っています。

これを機会に体を丈夫にし、運動をする楽しさを感

じてほしいです。 

サマースクールについて 

今年度から８月２７日（月）～３１日

（金）の５日間、午前中を使って補習授

業などを行います。詳細は後程お知らせ

します。 

教室棟階段天井工事について 

 教室棟南側階段において、緊急の天井工事があります。

工事の際は、南側階段の通行ができません。児童の安全確

保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお

願いいたします。 

６月６日（水） 

歯と口の健康教室（１年） 

http://www.sch.kawaguchi.saitama.jp/kamiaokiminami-e


離任式   

 

５月２日（火）に離任式が行われました。昨年度まで大変お世話になった

先生達の顔を久しぶりに見て、児童達もとても喜んでいる様子でした。 

先生方のお話を聞いて涙ぐむ姿が見られる場面もありました。先生と子

供達の絆を見ることができ、温かい雰囲気の離任式となりました。 

３年生 学区探険 

４年生 消防署見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 金 尿検査２次回収  

２ 土 花植えボランティア 

３ 日  

４ 月 新体力テスト（～8日） 

５ 火 
月曜日課 朝会（歯科講話） 

学童歯みがき大会（４年）プール清掃(6年) 

６ 水 歯と口の健康教室（１年） 委員会活動  

７ 木 ５時間授業 ふれあい相談① 開校記念日 

８ 金 ５時間授業 ふれあい相談② プール指導開始（～７／１３） 

９ 土 漢字検定 

10 日 エコライフデー2018 

11 月 ５時間授業 安全点検日・ニコニコネーム 

12 火 ５時間授業 ふれあい相談③ 体育朝会（プール開き） 

13 水 ５時間授業 第一回学校保健委員会  

14 木 ５時間授業 ふれあい相談④ 眼科検診（全学年） 

15 金 ５時間授業 ふれあい相談⑤ 学校評議員会（10：30～） 

16 土  

17 日  

18 月  

19 火 ５時間授業 ふれあい相談⑥ 児童集会 市内めぐり（３年） 

20 水 クラブ活動 

21 木 音楽鑑賞教室（６年）※学区探険（２年） 

22 金 ５時間授業 ふれあい相談⑦ PTA 常任理事会（13：30～） 

23 土  

24 日  

25 月  

26 火 音楽集会 古紙回収 ※公園探険（１年） 

27 水 ようこそ一年生昼食会（弁当） クラブ活動 

28 木 防犯教室（全学年） 耳鼻科検診（３年、抽出者） 

29 金 体重測定（３・４年）道徳ノート活用日・ふれあい相談日 

30 土  

6 月の行事予定 

1 年生 学校探険  

 

２年生 野菜の苗植え   

７月の行事予定 

２日（月）体重測定（５、６年） 

３日（火）月曜日課 朝会 芸術鑑賞教室（５年）  

授業参観・懇談会（１～３年） 

４日（水）委員会活動 学年末会計監査 

５日（木）体重測定（１、２年）チャレンジタイム（１～３年） 

６日（金）授業参観・懇談会（４～６年） 

１０日（火）児童集会 ニコニコネーム 

１１日（水）クラブ活動（最終） 

１２日（木）チャレンジタイム（１～３年） PTA常任理事会 

１３日（金）教材費集金日２０００円 道徳ノート・ふれあい相談日 

１４日（土）SKIPCity ふれあいステージ金管演奏 

１７日（月）音楽集会 

１８日（火）５時間授業 給食終了 

１９日（水）３時間授業 大掃除 

２０日（木）３時間授業 第一学期終業式 

２３日（月）水泳教室 チャレンジタイム（４～６年） 

２４日（火）水泳教室 チャレンジタイム（４～６年） 

２７日（金）プール公開① 

３０日（月）プール公開② 記録会練習 

３１日（火）プール公開③ 記録会練習 

 

１年生と２年生が学校探険を行いまし

た。２年生が１年生の手を引き、どこにど

んな教室があるのかを教えていました。  

１年生はウキウキした顔で楽しそうに

歩き、周りをよく見て探険していました。

２年生はお兄さんお姉さんの顔つきで１

年生をリードしていて、頼もしい姿でし

た。 

先生方、大変お世話になりました 

５月８日（火）に３年生が学区探険を行い

ました。自分たちの学校の周りの様子に関心

をもち、地域のよさを学習しました。 

子どもたちは見つけたものをプリントに

書き込み、班で協力して行動することができ

ました。そして今まで気づけなかった地域の

よさに気づくことができました。 

当日は保護者の方々にもお手伝いをして

いただき、安全に取り組むことができまし

た。 

 ５月２１日（月）に２年生が生活科で野菜

の苗を植えました。今年もゲストティーチャ

ーとして石井貴朗さんに来ていただき、苗の

植え方や水やりの仕方を教えてもらいまし

た。 

 ミニトマトとわけぎの２種類を植えまし

た。おいしく育つようにしっかりと世話をし

て、おいしい野菜がたくさん実るといいで

す。 

５月１７日（木）に４年生が社会科で学習

した内容のまとめとして、川口市消防局上青

木分署に行きました。普段なかなか見られな

いところを見ることができ、消防署の方から

もたくさんお話を聞くことができました。 

防火服を着させていただき、その重さや暑

さの中、消火の仕事をされている消防士の方

の大変さにも気づくことができました。 


