
校長 光野 美香

８月２０日（土）早朝より、PTA除草作業に参加していただき、
誠にありがとうございました。当日、たくさんの保護者の方々にお
越しいただき、暑い中一所懸命に除草していただいたので、校庭や
花壇、駐車場などが見違えるようにきれいになりました。親子で草
取りをする光景はとても微笑ましかったです。

今回ありがたかったのは、お父さんの参加です。刈払い機や刈り
込みばさみを御持参いただき、植え込みや背の高い草を刈り取って
くださいました。また来年も、お父さんの参加をお待ちしています。
ぜひ、お父さんに声をかけてください。

また、ふれあい推進長さんにもお世話になりました。重そうな藤
棚が、すっきり軽くなりました。いつも、野菜の育て方やプール清
掃、糸のこぎりの指導などでもお世話になっています。

たくさんの方々の御協力のもとで学校は成り立っている、という
ことが実感できる一日でした。ありがとうございました。

「先生、トイレ！」という子供たち。学校での日常です。教師は「ああ、トイレに行きたい
んだな」と思います。でも、「先生はトイレじゃありません」と言って、「先生、トイレに行
っていいですか」と言い直しをさせます。正しい日本語を身に付けさせなければならないから
です。単語だけでも意味は通じますが、周りの人が意味を汲み取ってくれるのは小さな子供の
ときだけです。他にも、「先生、ぞうきん！」「先生、消しゴム！」「先生、ごみ！」などがあ
りますが、「先生、〇〇が落ちていました」と言い直させます。そして、「どうもありがとう」
とお礼を言います。

先日、「『ごんぎつね』の読めない小学生たち」という記事を読んで、共感するところが多
々ありましたので、その記事の元となった 石井 光太 著「ルポ 誰が国語力を殺すのか」と
いう本を読みました。「ごんぎつね」は半世紀以上も前から国語の教材として教科書に載って
おり、現在は４年生で学習します。保護者の方々もご存じの内容だと思います。

「ごん」がいたずらをする兵十（ひょうじゅう）の家では母親の葬式を行っていて、近所の
女性が鍋で何かをぐずぐず煮ている、という場面があります。これは「ごん」が見た光景なの
で「何か」と表現していますが、常識的には葬式に来た人に振る舞う料理を煮ている、と解釈
するのが普通です。ところが、これを「死んだ母親を煮ている」とか「煮て消毒している」と
読む子が増えているという、衝撃的な内容でした。これはもう誤読の範囲を超えています。

確かに物語の時代背景は今とはかけ離れており、イメージしにくいところはあるかもしれま
せん。しかし、兵十が悲しんでいる情景描写をそのように捉えるということは、単に読解力不
足ではない、何か大切なものが欠けているのではないか、それは人としての心なのではないか、
と危惧しています。

「子供たちの国語力が低下している」と各種調査からも明らかになっていますが、教育現場
でも年々感じているところです。何が原因でそうなるのか、学校ができることは何か、家庭で
やらなければならないことは何なのか、少しずつ考えていきましょう。

まずは御家庭でも子供たちとの会話を多くし、文章で伝えることに取り組んでみてください。
「メシ！」「風呂！」「金！」と単語を連呼する子供にしないために。
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学校教育目標
○進んで学び、よく考える子

○思いやりのある子

○元気にやりぬく子



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休み中の学校は、子供たちがいないためとても静かですが、その

分とても寂しいところです。本日より２学期が始まり、元気な子供た

ちの声が戻ってきました。その２学期をスムーズに始められるように

子供たちも教職員も準備を着々と進めていました。例えば、校庭や学

校敷地内の雑草を取り除く除草作業です。今年度は多くの保護者にご 

協力をいただき、環境整備ができました。ありがとうございました。また、６年生の希望した子供たちは、２

学期に開催される加須市陸上競技会に向けて加須西中学校へ行き、中学生の先輩方と一緒に陸上練習を行いま

した。短い練習時間でしたが、中学生との合同練習に意欲的に参加していました。加須西中学校の先輩方や先

生方、大変お世話になりました。そして、私たち教師も子供たちの学びの力を伸ばすために、研修を実施しま

した。校内の教師を講師として、実技研修に取り組んだり研究協議で意見を交わしたりして、教師の資質向上

に努めました。夏休み期間中、子供たちや保護者の皆様、２学期に向けて準備をしていただき、ありがとうご

ざいました。今学期も１学期同様、本校の教育活動にご支援・ご協力をよろしくお願いします。 

 急遽、９月１日からのオンライン学習が決まってしまいましたが、新しく生まれ変わった遊具たちと一緒に、

先生たちも首を長くして子供たちを待っています。 

～心のケアをお願いします～ 
いよいよ２学期のスタートですが、子供たちの中に

は、久しぶりの登校に不安を感じていたり、生活のリ

ズムの乱れにより心身に不調を感じたりしている子

供たちもいることでしょう。 

学校では、子供たちの小さな変化等に気を付けてい

きたいと思いますが、ご家庭でもお子様の様子を観察

していただき、不安な様子が見られたときには、でき

る限り寄り添っていただき、話を聞いていただきたい

と思います。 

ご心配なことがありましたら、遠慮なく学校や、以

下に紹介した県教育員会の相談窓口等にご相談くだ

さい。 

○困ったときの相談窓口 

https://www.pref.saitama.lg.jp/ 

e2201/kyouikusoudan.html 

暑い中、子供たちも保護者・地域の皆様

も汗を流して学校をきれいにしていただ

きました。本当に感謝申し上げます！ 

の行事・下校時刻 

２学期に向けて 

 

心のケアをお願いします 

【お願い ～帰宅後の過ごし方について～ 】 

 お子様の帰宅後の過ごし方について、以下の内容のご

指導をお願いします。 

① 自転車乗車時は、必ずヘルメットを着用する 

② 道路では遊ばない 

（特に、サッカーやバスケットボール、野球など） 

 子供たちは、ご家族だけでなく、多くの地域の方々に

見守られて、安心・安全に過ごすことができています。

ルールやマナーを守り規則正しい生活をしましょう。 

久しぶりに身体を動かした６年生。中学

生の先輩との合同練習に、身も心も引き締

めながら練習に参加しました！ 

本校の子供たちの力を伸ばそうと、教

師も研修に努めました。子供たちと共に

教師も学び続けます！ 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
給食開始 身体測定（低）
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集会所学習会⑧

ICTサポータ配置日

３年馬内作業所見学 委員会活動⑤

教育相談日

おはよう運動（運動会練習） ５年農業振興課ゲストティーチャー授業 ５校時

安全点検日
第２回資源回収②
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校内授業研究会（山崎Ｔ）
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５年稲の見学
ふれあいデー
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