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ここ数年経験しなかったような猛烈な寒波が日本列島を覆い、厳しい寒さが続い

ておりますが、いかがお過ごしでしょうか。１月前半は晴天が続いたこともあり、

サッカーのプロコーチによる４年生JFAキッズチャレンジや地域の方を講師にお迎

えしての１年生生活科「むかしあそび教室」をはじめ、うたの輪が金賞を受賞した

埼玉県ヴォーカルアンサンブルコンテストなど、学校の内外で様々な活動に取り組

む児童の姿を数多く見ることができました。しかし、大寒を過ぎた頃から一変して豪雪。一面、白銀の世

界となりました。美しさを味わう余裕もなく、幹線道路は大渋滞し公共交通機関の

ダイヤも大幅に乱れました。本校でも帰宅に約７時間を要した職員がおりました。

前後して、報道されたのが群馬県は草津白根山の噴火。噴火予知が困難なケースで

あったために、予想外の被害が報告されました。改めて、天候や自然に抗うことの

できない現実を突きつけられた思いがしました。 

さて２月を迎えて本校での来年度の教育計画作成も佳境に入り、徐々に新しい取組が具体化しつつあり

ます。当然、今年度の振り返りを踏まえて次の計画を検討するわけですが、ここで重要な意味を持つのが

学校評価です。保護者の皆様にも昨年末に「学校教育アンケート」という形でご協力をお願いしました。

「学校は、子供たちにとって楽しいところになっている」から「学校は、家庭・地域と連携・協力してい

る」までの12項目について、「� よく当てはまる」から「� あてはまらない」までの4段階でお答えいた

だくとともに、自由記述でご意見ご要望をお寄せいただきました。第1学年から第6学年、そしてつばさ

組まで回収率に差はございますが、平均で79.6％と本校の教育活動に対する保護者の皆様の関心の高さを

改めて知ることができました。今年度の取組についてご好評頂いた部分もあるようですが、「12 学校は

子供たちの学習や生活について相談できる場になっている」「10 学校はいじめ防止に向けた取組を行っ

ている」等の項目では、「もっと十小にしっかりしてほしい」という声を頂戴したと考えております。 
慢心を戒め、思い込みを排して謙虚になり、そしてしっかり初心に立ち返ってから、来年度を迎える必

要があると痛感しております。節分、そして立春をきっかけに、改めて「学校教育の再起動」に乗り出さ

なければと意を新たにしたところです。なお、学校評価については、自己評価及び児童アンケートの集計

も含めて内容の分析をした上で、学校関係者評価を実施して後日改めてお知らせします。 
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 ９   前 後 際 断 

今回はちょっとむずかしいです。「ぜんごさいだん」と読み、前後裁断とも書きます。姿勢を正して座り心を整え修行

をする「禅宗」の言葉でもあり、江戸時代に活躍した沢庵（たくあん）というお坊さんが説いたとも言われています。

「前際」（過去。むかしのこと）と「後際」（未来。これからのこと）はつながってはいない。自分が生きている今を過

去や未来と比べてはいけないということです。誰でも過去にとらわれて後悔し、後ろ向きに今を生きてしまう時があり

ます。反対に「失敗するのでは」と最初から必要以上に不安がったり、都合の良いように勝手に思い込んだりします。

むかしのこと、あるいはこれからのことにとらわれすぎて、大切な今を一生懸命生きることをおろそかしにしてはいけ

ないと注意しているのです。前にも後ろにも気をとられることなく、今、まさにこの一瞬に全力投球し、精一杯生きよ

うという意味です。合格めざして入学試験に取り組んでいる６年生もいるでしょう。習い事やスポーツ等の大会が間近

で緊張しているという人もいるでしょう。是非、今何をすべきか落ち着いて見極めて、自分を信じて頑張りましょう。 

 

～来がい 居がい 学びがいのある学校～ 



学校教育目標  ◎意欲ある子  ◎考える子  ◎健やかな子  
 

朝霞市書きぞめ展覧会 

２学期末から冬休み、そして１月まで全校でがんばって取り組ん

だ書きぞめ。その中で、３年生以上の毛筆作品から選ばれた代表の

作品が、朝霞市コミュニティセンターで展示されます。 

期間は、２月３日(土)・４日(日)９：００～１６：３０です。ぜ

ひご覧になってください。 

ユニセフ募金について 

 児童会の取組として先月｢ユニセフ募金｣を実施しました。 

今回は、３０，１３９円が集まりました。真心のご協力をありが

とうございました。 

授業参観・懇談会について 

下記の日程で、学年末の授業参観・懇談会を予定しております。

ぜひご来校いただけるようお願いいたします。なお、詳細につきま

しては、後日発行の学年・学級だよりを参照してください。 

２月２１日(水)６年       ２月２２日(木)５年 

２月２３日(金)４年       ２月２７日(火)３年・つばさ                   

３月 ２日(金)２年       ３月 ６日(火)１年 

なかよし発表会・なかよし作品展について 
｢なかよし発表会｣が１６日(金)９：１０～１１：５０  

今年度は会場の都合により、本校体育館で実施します。 

｢なかよし作品展｣が２４日(土)･２５日(日)９：００～１６：３０

朝霞市コミュニティセンターで行われます。 

本校つばさ学級の児童の発表や作品展示があります。是非この機

会に参観し、つばさ学級児童の活動の様子の一端をご覧ください。 

インフルエンザによる出席停止について 
 インフルエンザは、学校保健安全法施行規則により出席停止

が義務付けられています。 

発症日を０日として翌日から５日間、かつ解熱後２日間が出席停

止期間と規定されています。つまり、解熱日によっては期間が５

日を超える場合があります。尚、インフルエンザは、医師の証明

書の提出は不要です。 
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日 曜 校 内 予 定 

1 木 お話朝会 新入学児童保護者説明会 

2 金 ステップ４・５・６ 

3 土 朝霞市書きぞめ展覧会(市コミセン) 

4 日 朝霞市書きぞめ展覧会(市コミセン) 

5 月 書き損じはがき等寄贈(～７日まで) 

6 火 読書の時間 

7 水 1 年生活科保育園招待 委員会活動 

8 木 体育朝会 

9 金 学校保健委員会 

10 土 おやじの会餅つき大会 

11 日 建国記念の日  

12 月 振替休日 

13 火 読書の時間 

14 水 クラブ活動⑬ 

15 木 児童集会  

16 金 なかよし発表会 ステップ４・５・６ 

17 土  

18 日  

19 月  

20 火 音読 学校評議員会 

21 水 
授業参観・懇談会（6 年）ふれあいデー 

校内書きぞめ展３月９日まで 

22 木 
音楽朝会（うたの輪発表） 

授業参観・懇談会（5 年） 

23 金 授業参観・懇談会（4 年） ステップ５･６ 

24 土 なかよし作品展(市コミセン) 

25 日 なかよし作品展(市コミセン) 

26 月  

27 火 
読書の時間 授業参観・懇談会（3 年・

つばさ） 

28 水 ６年生を送る会 交流給食 

＜3 月の主な行事＞ 
2 日（金） 授業参観・懇談会（2 年） 

6 日（火） 授業参観・懇談会（1 年） 

7 日（水） 通学班会議一斉下校 3 年社会科見学 

8 日（木） つばさ学級なかよし遠足 

20 日（火）  給食最終日 卒業式準備 

（5 年 5 時間授業・5 年以外 4 時間授業） 

22 日（木） 卒業証書授与式・お別れの会(朝) 

26 日（月） 修了式 

ご存知ですか 就学援助制度 
 経済的理由でお子さまの教育機会が失わ

れないよう、学用品費の一部や給食費等を

援助する制度です（所得要件等あり）。 
平成３０年度の申請は４月から受け付け

ます。また、４月当初にお子さまを通じて案

内チラシを配付いたします。 
申請書類の入手方法等、詳しくは、市役所

教育管理課までお問い合わせください。 
【教育管理課】048‐463‐0793 

書き損じはがき等の寄贈について 
養護盲老人ホーム｢ひとみ園｣から、書き損じの官製はがき･年

賀状･暑中見舞いはがき・未使用の切手・未使用のテレホンカー

ド等の寄贈を依頼する案内が届きました。賛同されるご家庭は、

職員室入り口にピンク色の回収ボックスを置きますので、そち

らに入れてください。期間は、２月５日(月)～７日(水)です。 

自転車保険の加入について 
｢埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例｣が一部改正

され、４月１日より自転車保険の加入が義務付けられます。 
保険会社により様々な契約があるようです。各ご家庭でご検

討ください。 


