〈７月の生活目標〉

みはし

７月号
Ｎｏ．４
平成２９年６月３０日
さいたま市立三橋小学校

そうじをしっかりやろう

学校生活の様子
１〈小・中一貫授業 (６年生)〉

豊かな体験を
校 長

山 口

聡

毎日の日差しが強く感じられる季節となりました。6 月
はプー ル開 き、 新体 力 テスト など 体育 的な 取 組がた くさん
行われ まし た。 暑さ の 中、一 生懸 命取 り組 む 姿をみ て、う
れしい 気持 ちに なり ま した。 たく さん 運動 し て、夏 に負け
ないたくましい体を作り上げてほしいと思います。
水 泳 の指 導が 始ま りまし た 。夏 の日 差し のなか 、 泳力 と
体力の 向上 を目 指し て 、各学 年、 自分 の目 標 をもっ て楽し
く学習しています。多くの子どもたちが水に親しみながら、
どんど ん泳 げる よう に なって いま す。 私は 水 泳があ まり上
手では あり ませ んで し た。今 はそ れな りに 泳 げます が、泳
げるよ うに なる まで に たくさ んプ ール の水 を 飲んで しまっ
たこと を思 い出 しま す 。古い 言葉 に「 畳水 練 」とい う言葉
があり ます 。畳 の上 で 泳ぎを 練習 する こと 、 知識ば かりで
実際の 力が つい てい な いこと のた とえ です 。 この夏 に泳げ
るよう には なら ない 人 もいる かも しれ ませ ん 。しか しプー
ルで学 習・ 練習 する こ とで必 ず泳 げる よう に なりま す。あ
せらず、しっかり体験しながら練習することが大切です。
1 学期に学校でたくさんの勉強をしました。豊かな体験
はその 学習 を自 分の 実 生活と 結び 付け 、学 習 を深め ること
ができ ます 。ま た新 た な学習 の興 味関 心を 高 める原 動力と
なりま す。 体験 の大 切 さを語 った もの で、 松 下幸之 助さん
の言葉に「塩の辛さ、砂糖の甘さは学問では理解できない。
だが、なめてみればすぐ分かる」というものがあります。7
月は 1 学期最後の月となります。夏休みも目の前に近づい
てきた よう に感 じま す 。外で は登 山や キャ ン プなど で自然
体験、 スポ ーツ に打 ち 込む、 博物 館や 美術 館 の見学 、家で
は花や 野菜 を育 てる 、 洗濯や 調理 をす る、 手 芸や工 作をす
る、地域のお祭りやボラ
ンティアに参加するなど、
自分のやってみたいこと
にチャレンジして、たく
さんの体験をしてほしい
と思います。

本校が並木尋常小学校として開校したの
は明治 22 年 7 月 1 日のことでした。今か
ら 129 年前です。現在の場所に校舎を新築
移転したのが明治 40 年でした。そして昭和
22 年大宮市立三橋小学校、浦和・大宮・与
野の三市合併を経て、平成 13 年にさいたま
市立三橋小学校と改称しました。わかくさ学
級は平成 23 年、
3 名の児童で発足しました。
来年は、130 周年となるため、校舎の屋
上にＰＴＡの御尽力で創立記念の看板が設
置されました。ぜひご覧ください

６月９日(金)

今年 度も小・中一 貫教
育とし て三橋中学校の先
生によ る出前授業が始ま
りまし た。今回は、社会
科の吉 田先生が、身近な
学級会 を糸口に国会につ
いてわ かりやすく教えて
くださ いました。校外学
習を前 に、６年生は真剣
に学習に取り組みまし
た。

２〈校外学習(６年生)〉

６月１４日(水)

江戸東京博物館や国会
議事堂へ校外学習に出か
けました。国会では、三橋
中学校の先生の社会科授
業の学習を生かして見学
や体験活動をすることが
できました。また、会期中
の国会の緊張感を肌で感
じることができた１日で
した。

３〈交通安全教室(1・3 年)〉

６月２１日(水)

1・3 年生の交通安全教
室が行われました。市民生
活安全課交通教育指導員
の方々の指導の下、動画や
信号機模型を使い、安全な
歩行や自転車の乗り方、交
差点での安全な待ち方な
どを学びました。

４〈8020 歯の健康教室〉

６月２２日(木)

正しい歯の磨き方や、虫
歯の予防について、１～３
年生の児童と保護者を対
象に学校歯科医の先生や
歯科衛生士の方々をお招
きして指導していただき
ました。また学校歯科医成
田先生の講演では、Q＆A
方式で歯と口の健康につ
いてわかりやすく解説し
ていただきました。

５〈校外学習(４年生)〉
利根大堰や行田浄水場
を見学し、生活に必要な水
がどのように私たちのも
とに届けられているのか
を実際に見て学んできま
した。児童たちには、水の
大切さ、自然の恵みの豊か
さについて考えるよい機
会となりました。

６月２７日(火)

