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 令和元年度
生活目標

ていねいなことばで話そう
～さんと呼ぼう 「ことばに心をのせて」

新年明けまして おめでとうございます
令和２年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上
げます。寒暖の差が大きい１２月でしたが、新年を迎え太
平洋側は晴天の日が多く、日本海側は積雪を記録した地
域があり冬らしい天候になりました。
保護者の皆様、地域の皆様も新たな希望をもって新春
を迎えられたことと思います。今年も子どもたちの知・徳・
体のバランスのとれた成長のために、教職員一丸となっ
て取り組んでいきますので、変わらぬご理解・ご協力をお
願いいたします。
今年の干支ネズミは「子（ね）」で、十二支の中でも最初になります。ねずみは
たくさんの子供を作るので、「子孫繁栄」の年になるとも言われています。また、
昨年のラグビーワールドカップ開催に続き、２０２０年は東京オリンピック開催の
年になります。日本にとっては、昭和３９年の東京オリンピッ
クに続き、２度目の夏季オリンピックになります。その勢いで
２０２０年が良い年になるように祈念したいと思います。
１月から３月の「根気ステージ」は、１年間の 学習のまとめ
の時期になります。文字どおり根気強く勉強・運動に全力で取り
組み、確実に力を身に付けましょう。

「熊谷市小６学力テスト」
「検証問題小５テスト」１月１６日（木）
小６テストは、４年前から熊谷市内の６年生全児童を対象に行われて
います。児童一人一人の実力を向上させるとともに、小学校段階で相対
評価を行うことにより、中１ギャップの解消を目的に行われます。実施
教科は国語・算数で第６学年の１２月までの学習内容が範囲です。
小５テストは、３年前から実施され、児童一人一人の学力や学習状況
を把握・分析し、教育指導の充実を図ることで、児童の学力を伸ばすこ
とを目的に行われます。実施教科は国語・算数で今年度の全国学力・学
習状況調査で課題となった問題で、出題される問題は知らせています。
１２月には全 学年で、基礎的・基本的な学習内容の
確実な定着を図るために、校内独自で読む・書く，計算
の達成テストを実施しました。
（問題は、過去問を使用）
この時期に改めて自分の力を見つめ直し、基礎・基本が
身につけられるように指導していきたいと思います。

学校給食週間

１月１４日～２４日

１月２４日～３０日は「全国学校給食週間」になってい
ます。この期間は「学校給食の意義、役割等について
児童生徒や教職員、保護者、地域住民等の理解と関心
を高め、学校給食のより一層の充実発展を図ること」を
目的としています。
三尻小ではこの期間を長く設定し、１月１４日～２４日を、学校給食週間
にしています。給食週間に合わせてポスター・作文・標語を作成したり、給
食集会を開いてその意義や役割を考え、理解や関心を深めていきます。
日本の給食は、クラスの友だちと楽しく昼食を食べるだけでなく、みんな
で給食の準備をしたり食後は片付けたりする協働・協力の場になっていま
す。また、衛生面に気を配ったり、生産者や調理者への感謝など、大切な学
習の機会になっています。
最近の給食メニューは、和・洋・中の献立を工夫したり、行事メニューや
郷土メニューを提供したり、栄養のバランスやカロリーも考えて調理されて
います。今日の献立については、学校ホームページでも紹介していますの
で、参考にしてください。

１年生

１月号

昔遊びを教わろう会

１２月４日（水）に、１年生は生活科の学習
で「昔遊びを教わろう会」を実施しました。地
域の寿楽会の皆さん約３０名に来校いただき、
あやとり・お手玉・こま回し・竹馬・竹とんぼ
など昔ながらの遊びを教えていただきました。
昔遊びのよさは、友達と仲良く遊べること、
手先 が 器用に なり 運動 能力が 高ま るこ と、手 作
りの遊びであることなどがあげられます。
最 近 の子ど も達 は、 テレビ やゲ ーム など室 内
で一 人 遊びを する こと が多く なっ てい ます。 こ
れを 機 会に、 昔遊 びの よさを 見直 して 、友達 や
家族と一緒に遊ぶ時間を増やしていきましょう 。
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１月行事予定

水 冬季休業日(～1/7)
木
金
土
日
月
火
水 朝会
授業開始 通常日課３時間
登校指導 書きぞめ制作会
９ 木 外国語
安全点検 身体測定(１～３年、ひ)
フッ化物洗口 書きぞめ練習①
１０ 金 算数＋外
三尻中入学説明会（６年）
書きぞめ練習② くまなび
１１ 土
１２ 日
１３ 月
成人の日
１４ 火 作文タイム 給食週間～1/24) ＪＲＣ活動
身体測定(４～６年)
書きぞめ練習③ 校内書きぞめ展①
１５ 水 国語＋外
アルミ缶・ベルマーク・募金
委員会 校内書きぞめ展②
１６ 木 外国語
熊谷市小６学力テスト（国･算）
検証問題小５テスト(国・算）
アルミ缶・ベルマーク・募金
フッ化物洗口 書きぞめ練習④
１７ 金 外国語
読み聞かせ(３年) くまなび
１８ 土
熊谷地区書きぞめ展 別府小
１９ 日
熊谷地区書きぞめ展 別府小
２０ 月 読書
６年社会科見学 一斉下校
２１ 火 児童集会
児童集会（給食） 縦割り遊び
２２ 水 国語＋外
租税教室（６年） クラブ
２３ 木 外国語
特日課 教育相談① フッ化物洗口
２４ 金 算数＋外
特日課 教育相談②
夢いっぱいアート展見学 くまなび
２５ 土
県書きぞめ展
児童生徒美術展 くまぴあ
２６ 日
県書きぞめ展
児童生徒美術展 くまぴあ
２７ 月 読書
２８ 火 作文タイム 特日課 教育相談③
２９ 水 国語＋外
クラブ見学(３年) クラブ
３０ 木 外国語
フッ化物洗口
３１ 金 算数＋外
読み聞かせ(２年) くまなび
［２月の主な行事］
4日 新入児入学説明会
5日 学力調査(１～５年)
13日 授業参観・懇談会(1～5年・ひ) 14日学校運営協議会
18日 授業参観・懇談会(6年) 19日 長縄大会
21日 避難訓練（不審者）
22日 資源回収、ＰＴＡ新旧本部役員会、放課後三尻っ子スクール

書きぞめ展・美術展のお知らせ
冬休み中に、書きぞめの練習をした児童が多
かったと思います 。１月８日（ 水 ）に全校で「 書
きぞめ制作会」を行いました。１月１４日(火)
と１５日(水)午後４時～午後５時まで作品を公
開しています。
また、熊谷地区書きぞめ展
・埼玉県書きぞめ中央展や大
里地区美術展には、代表児童
の作品が出品されます。機会
がありましたら児童の力作を
ご覧ください。

インフルエンザに注意
今シーズンのインフルエンザは、１１月中
旬に流行期に入り、１２月に患者数が増加し
ました。インフルエンザは、ウイルス感染に
よって起こり３８℃以上の発熱、頭痛、筋肉
痛などの症状が現れます。予防のポイントは、
①咳やくしゃみなど他の人に向けて発しない
ように咳エチケットを励行する。
②手洗いやうがいを励行する。
③乾燥しやすい室内で、適度な湿度を保つ。
④休養とバランスのとれた栄養摂取をする。
⑤人混みや繁華街への外出を控える。

