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「笑顔が輝き、あいさつが響き合う仲町小」を目指して
校長 河野 秀樹
朝、正門付近の木々の周りでは、小鳥が「ギィー、ギィー」とさえずり、元気に飛び回っています。そ
の下で、この２か月、子どもたちの登校に合わせて挨拶を交わしてきました。最近、明らかな変化を感じ
ます。それは、自発的にあいさつをする子どもが増えてきたことです。これまで下を向いていたのに目を
合わせるようになった子。わたしとの距離が５ｍ以上もあるところからあいさつをしてくる子。
「校長先
生、おはようございます」と名前を言ってくる子。私の前で帽子を取ったり頭を下げたりしてくる子など
もいます。マスクはしていますが、声はしっかり届き、笑顔でいることが分かります。
先日、ある保護者の方から、お子さんが「校長先生は一人一人に挨拶してくれるんだよ」と、御家庭で
話していたと教えていただきました。私は大変嬉しく感じ、自然と笑顔になりました。
本校の目指す学校像は、
「笑顔が輝き、あいさつが響き合う」です。笑顔
には、周りの人とのよい関係を保つ効果や、緊張を和らげ自分の気持ちを
高揚させる効果があるそうです。
５月９日（月）
、６年生が親善バスケットボール大会に参加し、常盤小、
常盤北小と試合をしました。ボールの取り合いや相手の動きを止めるため
のプレー、ポイントが入ったときの応援などは真剣そのものでした。しかし、ゲームが終われば互いに健
闘を称え合い、帰校時には常盤北小の児童がメッセージカードを持って笑顔で見送ってくれました。
５月２３日（月）～２５日（水）
、５年生は福島県南会津町で２泊３日の宿泊学習をしてきました。そ
こでは、トレッキングや川魚さばき、キャンプファイヤーなどの様々な活動を行いました。
「真っ暗にな
り、たくさんの星が輝いていた」
「魚を食べるときに、命をいただく大切さを知った」など、体験を通し
て自然の尊さやありがたさに気付いたようでした。また、友達と共同生活を送る中で、友達を励ました
り、教えあったりするなど、笑顔で声を掛け合う姿もみられました。
本校では、
「いじめは、どの学級でも、どの児童にも起こり得る」という認識をもち、全児童が明るく
楽しい学校生活を送ることができるように取り組んでいます。
６月は、さいたま市立学校全校で取り組む「いじめ撲滅強化月間」です。本校では、主に以下の取組を
実施していきます。
①企画委員会を中心に「いじめを起こさない、絶対に許さない学校づくり」を目指した朝の「あいさつ運動」
②委員会作成のポスターによるいじめ撲滅啓発活動
③児童啓発ポスターを活用して、「いじめ撲滅に向けた学級スローガンづくり」
④校長や生徒指導部による講話
⑤いじめの未然防止に向けた学年、学級指導
⑥各学級で「主として人とのかかわりに関すること」についての道徳授業
⑦校長による１年生への道徳授業
⑧学校だよりや学校ホームページ等による家庭や地域への啓発活動
⑨全家庭を対象にした個人面談と児童へのアンケート

子どもたちがこれからの時代を「たくましく」生きていくためにも、「主体的に知識を得る学び」だけ
でなく、「自らの体験によって学ぶこと」や「人と交わって学ぶこと」も大切にしていきたいと考えてい
ます。
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１日 ６年生校外学習
４日 授業参観懇談会 ４・５年生
７日 授業参観懇談会 ２・６年生
８日 授業参観懇談会 １・３年生・あおぞら

５月２０日（金）髙後前校長の掲額式
を、校長室で行いました。
校長室には仲町小学校の
歩みを知る教材として、
歴代校長の肖像画や写真
が掲示されています。

オンライン授業について
お子様が欠席の際に、体調の回復の
ための休養を第一と考えますが、教科
によりオンラインで授業の様子を見て
いただくこともできます。実施につい
ては、担任と事前に御相談ください。な
お、担任からの連絡は原則授業終了後
となりますので、御了承ください。

写真や名前の掲載について
学校だよりや HP に、児童の活動の
様子を掲載し、保護者の皆様に紹介を
することがあります。その場合個人が
特定されないようなサイズで使用し
ます。アップの写真等を使用する場合
は、事前に御連絡いたします。

児童の登下校の見守りについて
御多用の中、いつも見守り活動を進
んで行っていただき、ありがとうござ
います。
登下校の付き添いでは、保護者の方
が車道を歩いている状況があり、通行
されている方や近所の方から、御連絡
をいただいています。皆様の安全が第
一ですので、児童の列に入ったり、後
方についたりして、歩道を歩行してい
ただきますようお願いいたします。ま
た、見守りや付き添いの際には、名札
等の着用をお願いします。

マスクの不着用について
体育では、感染状況や、子ども同士
の間隔に注意しながら、マスク不着用
で行います。
登下校時で、熱中症リスクが高い場
合は、会話や人との間隔に留意してマ
スク不着用でもかまいません。
常時マスク着用を希望する場合は、
その限りではありません。

