学校教育目標

◎進んで学ぶ子

◎心豊かな子

◎最後までがんばる子

三尻小学校だより 平成29年度
生活目標

だれとでも仲よくしよう
みんなとたくさん話す

ありがとう、ごめんなさいと言う

後期「本気ステージ」がスタート
～スポーツの秋から読書・芸術の秋へ～
秋雨が長く続きましたが、校庭の木々も色づき始め、秋
の深まりを感じる頃となりました。１０月２３日に後期が
始まり、三尻小では年間の第Ⅲ期「本気ステージ」になり
ました。この季節は、一年の中でも暑くもなく寒くもなく、
一番過ごしやすい季節であることを児童に話しました。

これまで運動会や陸上フェスティバルなど、屋外で過ごす活動をしてき
ました。スポーツの秋は十分実践できたように思います。そこで、深まり
ゆく秋には屋内での活動に目を向けてみましょう。
始業式では、本気で取り組んで欲しいことの例として、
「あいさつ」
「読書」
を挙げました。登下校の時に大きな声で「おはようございます」
「さようなら」
が聞こえるようになりました。１０月３１日には体育館で図書集会が開かれ、
全校児童に読書の大切さを呼びかけます。
読書については「読書の木」を作成し、本をたくさん読んだ児童が、本を
紹介していくことになっています。本を読むことで心を豊かにし、新しい知
識を習得したり想像力を働かせたりする経験を積んでいきましょう。

熊谷市内の学校で進めている「３減運動」は、テレビ
・ゲーム・スマホに触れる時間を減らし、家族の会話・
読書・学習の時間を増やす運動です。さあ、どんな本を
読むか、図書館の本棚を探してみましょう。

６年生 陸上フェスティバルで大活躍
10月 4日 、熊 谷 スポ ー ツ文 化 公園 陸 上競 技 場
において陸上フェスティバルが開催されまし
た。三尻小６年生は、運動会と並行して放課後
を中心に練習し、その成果を発揮しました。10
0m走、走り幅跳び、ボール投げ、1000ｍ走で個
人５つ、リレー２つの入賞を果たしました。
９月に入ってからから長縄や陸上種目の練習
を積み重ねてきました。入賞を目指し、自己記
録を更新した児童がたくさんいました。各クラ
スで団結して取り組んだ長縄跳びは、クラスの
結束を深め、努力の尊さを学びました。
特別ゲストである加藤誠也さんのハードル走
と嘉山大介さんの走り幅跳びのパフォーマンス
を見ることもできて、６年生にとって思い出深
いものになりました。そして、友達を応援した
り他校の 友達と交流 したりする姿から、６年生の成長を十分感じること
ができま した。保護 者の皆様には、練習への協力と参観・応援を、あり
がとうございました。

三尻小おやじ倶楽部

１１月号

「稲刈り体験」

１０月９日に稲刈りを行いました。７月２日の田植
えから約１００日が経過し、稲が黄金色に実りました。
鎌倉鶴の子会の皆さんを迎え祭礼を行い、刈女姿の児
童が最初に稲を刈りました。
この稲刈りには、三尻小だけでなく籠原小・熊谷西
小からも参加します。各校のおやじ倶楽部の皆さんが
手伝ってくださり、子供達の稲を刈る手つきも慣れて
きました。刈った稲は束にして天日干しにしました。
刈った稲の一部は、鎌倉の鶴岡八幡宮に献上米とし
て奉納されます。秋日和の好天に恵まれ、おはやしの
鉦や太鼓の音が鳴り響き、家族・地域の人と楽しく稲
刈りができました。

学校職員の代員について
担任外で、４年と６年の算数少人数指導と３の２音楽、５の２と６の
１の音楽と家庭科を担当していた小澤友子教諭ですが、８月２４日から産
前休暇に入り、間もなく出産予定日を迎えます。
代員が決まらず、現有教員で授業を行っていますが、ご心配をおかけ
いたします。１１月９日から、昨年も勤務していた市川由香教諭が、産休
代員として入ります。よろしくお願いします。
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三尻中合唱祭６年見学（５時間目）
フリー参観③④
文化の日 七つの祝い(三尻公民館)
フリー参観②③市教委委嘱研究発表
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安全点検 縦割り花苗植え
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三尻地区文化祭(公民館)
振替休業日
県民の日
アルミ缶回収 赤い羽根募金 クラブ
まゆ玉・すいとんづくり①(4年)
アルミ缶回収 赤い羽根募金
まゆ玉・すいとんづくり②(4年)
フッ化物洗口 くまなび 赤い羽根募金
スポレクフェスティバル
スポレクフェスティバル
地区別下校
特日課６ 持久走大会 教育相談①
パトロール感謝の集い、委員会
のぞみの里訪問
勤労感謝の日
冬期５時間日課 巡回相談
フッ化物洗口 教育相談②
ＰＴＡ親善バレーボール大会
地区別下校
冬期５時間日課 教育相談③
薬物乱用防止教室（5.6年：３校時）
熊谷市小学校音楽会(4年)

※11月25日(金)から12月中旬の火・金曜は、日の入
り時刻が早くなるため、全校５時間授業とします。
［１２月の主な行事］
１日 冬期５時間日課
２日 バザー準備
３日 特別日課３時間 授業参観・懇談会、バザー
４日 振替休業日
５日 全校朝会 冬期５時間日課 アルミ缶回収
６日 ３校合同教育講演会 アルミ缶回収
７日 親善タグラグビー大会(5年)
８日 冬期５時間日課
12日 タグラグビー大会予備日
13日 学校保健委員会②
14日 授業研究会
15日 冬期５時間日課 ３達検証テスト（５．６年）
18日 地区別下校
20日 委員会 ３達検証テスト（１～４年）
21日 ５年社会科見学
22日 アシスト配付 冬休み前授業最終日(特３時間給食なし)
23日 天皇誕生日
25日 冬季休業日

フリー参観のご案内
彩の国教育週間に、フリー参観を実施し
ます。
11月 2日(木) 10:10～10:25 さわやかタイム 公開
10:30～11:15 ３校時 公開
11:25～12:10 ４校時 公開
11月 4日(土)
9:25～10:10 ２校時 公開
10:10～10:25 業間（自由遊び） 公開
10:30～11:15 ３校時 公開
午後、職員は熊谷市教育委員会委嘱
研究発表会に出張しています。
11月 ６日(月) 8:10～8:30 Eタイム、朝の会 公開
8:30～ 9:15 １校時 公開
9:25～10:10 ２校時 公開
13:15～14:40 演劇鑑賞会（観劇代８００円）
※詳細は、配付した通知をご覧ください。

