子供たちも職員も、笑顔になれる、元気な学校
学校だより
第６号

URL：http://www.menuma-nagai-e.ed.jp/ Email:nagai@wit.ocn.ne.jp

【学校教育目標】
確かな学力を身に付け、
心豊かにたくましい長井っ子の育成
◎考える子
◎明るい子
◎たくましい子
令和２年１０月２９日
熊谷市立長井小学校

日

１年国語の授業

５年体育の授業

校長 森田 健二
１０月１５日（木）で前期が終了し、１０月１９日（月）から後期が始まりました、後期始業式では、「教室
はまちがうところだ（蒔田晉治 作【元小中学校教師】
）
」の詩を活用して、話をしました。その詩と講話
内容はおおよそ次の通りです。
教室はまちがうところだ
蒔田 晋治

前期終業式

後期始業式

教室はまちがうところだ
まちがうことを おそれちゃ
いけない
まちがったものを わらっちゃいけない
そうしてみんなで 伸びていくのだ
まちがいだらけの ぼくらの教室
おそれちゃいけない わらっちゃいけない
安心して 手をあげろ
安心して まちがえや
まちがったって だれかがよ
なおしてくれるし 教えてくれる
困ったときには 先生が
ない知恵しぼって 教えるで
そんな教室 つくろうやあ
一部のみ引用

現在の長井小学校の子供たちの学力は、右のグ
長井小「９つの取組」の推移
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たいと考えています。

学校だより１０月号でお知らせした、５年林間
学校と６年修学旅行の代替旅行ですが、次のよ
うになりましたので、お知らせいたします。
５年……群馬・赤城山方面（１１月２０日）
６年……栃木・日光方面 （１１月２７日）
なお、該当する学年の保護者の皆様には、
後ほど各学年から出されるしおりをごらんいただ
き、詳細の確認をお願いいたします。
また、来年度につきましては、
例年同様、遠足や社会科見学、林
間学校、修学旅行等の校外学習を
実施する方向で進めています。

９月２４日付の文書でお知ら
せした通り、今年度の資源回
収は、新型コロナウイルス感
染防止のため、各家庭から
の直接搬入形式とさせていただいております。
第１回目のＰＴＡ資源回収を中止したこともあ
り、今年度以降のＰＴＡ特別会計が逼迫（ひっ
ぱく）する恐れもありますので、ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
１ 期

間 １１月１６日（月）～１１月２３日（月）
８：３０から１７：００
２ 搬入場所 長井小校庭西側わくわくランド内設
置のコンテナへ直接搬入
３ アルミ缶 図工室前の回収箱に常時搬入でき
ます。（単価が最も高いので、ご
協力をお願いします。）

行事予定

1

日

2

月 くまなび⑧

3

火 文化の日

4

水 学校公開日９:00 ～ 12:25 な T ⑨

5

木 校内授業研（4-1 櫻澤学級）全校５時間

6

金 生徒指導訪問 委員会

7

土 学校公開日２．３校時 特日３ 給食なし
月曜日課 学校運営協議会委員会④

8

日

9

月 振替休業日（11/7 の分）

ＳＣ来校

10

火 ハートフル学級

11

水 ６年：妻沼高校とのグラウンドゴルフ

12

木 ４．５．６年６時間目授業

13

金

14

土 県民の日

15

日

16

月 一斉下校

17

火 ハートフル学級（閉級式）

18

水

19

木 ５年アルカス熊谷ラグビー教室
6 年理科出前授業
４．５．６年６時間目授業

20

金 ５年赤城山ハイキング

21

土 リレーカーニバル

22

日 熊谷市小学生タグラグビー大会

23

月 勤労感謝の日

24

火

25

水 ３．４年 JFA キッズプログラムサッカー教室

26

木 委員会⑧

27

金 ６年日光・校外学習

28

土

29

日

30

月 くまなび

くまなび

１２月の主な行事予定

資 源 回 収

学校で勉強することは、本来は楽しいものです。
特にコロナ休校の時期と比べたら、その差は歴然
たるものと思います。
勉強をすることで、知らなかったことを知ることが
できたり、できなかったことができるようになったり
します。
また、友達と話し合うことで、
「わかった！」
「前に
勉強したことを活かしてこの問題が解けた！」「繰り
返し続けたらできるようになった！」など、一人では
できなかったことができるようになります。
ところが、「まちがいをこわがる」気持ちが、勉
強の邪魔をします。勉強する時に間違えるのは当
たり前です。でも、人前で間違えたら、「恥ずかし
い」「間違えたくない」と考え、自分の考えを発表
することを控えてしまうのです。
間違いの一つもない授業、間違えるのが怖くて
誰も発表しない授業、一見するとスムーズに流れ
ていたとしてもそれは本当の勉強ではありません。
一人一人が本気で考えて、自分の考えを思い切っ
て口に出すことが大切です。そして何よりも大事な
のは、聞いている人が、間違いを笑ったり馬鹿に
したりしてはならないことです。
その上で、どこが間違えているのか、みんなで
考え、正しい答えを見つけていくことが本当の勉強
であり、そうして得た力は、本当の力になります。

曜

４ （金） 授業参観・子供安全見守り講座・懇談会
PTA 理事会
７ （月） 校内人権週間 くまなび 一斉下校⑧
10 （木） 第２回算数オリンピック
1１ （金） 特日 教育相談②
1４ （月） くまなび
17 （木） 特日５時間 非行防止教室
１８ （金） 特日６時間
21 （月） くまなび
2２ （火） ６年租税教室 書きぞめ選手選考会
2４ （木） 後期前半最終日 ３時間給食なし 下校 11:30
１２／２５～１／７ 冬休み
１／８ 後期後半開始 書きぞめ制作会

