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北本市立中丸小学校長 大竹 達也  

 

新年度を迎え、早くも一か月が経ち新緑の季節５月を迎えようとしています。芽吹く青葉のよ

うに子供たちもすくすくと成長しております。過日実施いたしました懇談会には多くの保護者の

皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。お子さんへの教育や本校の新年度の方針

に、強く関心をもっていただけている証と教職員一同意を強くいたしました。 

さて、中丸小の４月の生活目標は、「元気にあいさつをしよう」ですので、挨拶について取り

上げてみます。挨拶の語源は、「一挨一拶」にあると言われています。「挨」という字には、互い

に近づくという意味があり、「拶」という字には、迫るという意味があります。つまり、「人と人

とが出会い、お互いに心を開いて相手に迫っていくこと」が「挨拶」です。 

挨拶には、色々な意味が含まれています。例えば「おはよう」という言葉には、「あなたは今

日お元気ですか」「私は元気です」「今日もお互い頑張りましょう」という意味が含まれていま

す。「おはよう」の一言を言えば、相手の声の様子で色々聞かなくても分かってしまうのです。 

中丸小では、これまでも挨拶を大切にしていますが、全国の小学校や自治体でも同じように大

切にされています。これは、同じ地域やマンションに住んでいても、お互いに顔を知らず、挨拶

もしたことがないという人間関係が珍しくなくなりました。そうした地域には、不審者が入りや

すく、事故や事件が起こりやすいそうです。一方、日頃から地域の人々が挨拶を交わし、大人が

子供たちを見守ろうとする意識の高い地域では、挨拶や声掛けなどのコミュニケーションがしっ

かりしていて、防犯の効果があるようです。 

ここで、「一秒の言葉」という漫画家の小泉吉宏さんの詩を紹介します。 

 

「一秒の言葉」  小泉吉宏 

「はじめまして」 この一秒ほどの短い言葉に 一生のときめきを感じることがある 

「ありがとう」  この一秒ほどの短い言葉に 人の優しさを知ることがある 

「がんばって」  この一秒ほどの短い言葉で 勇気がよみがえってくることがある 

「おめでとう」  この一秒ほどの短い言葉で しあわせにあふれることがある 

「ごめんなさい」 この一秒ほどの短い言葉に 人の弱さを見ることがある 

「さようなら」  この一秒ほどの短い言葉が 一生の別れになる時がある 

 一秒に喜び 一秒に泣く 一生懸命 一秒 

 

挨拶や心のこもった言葉は、私たちの心を温かくしてくれます。笑顔と挨拶があふれる中丸小

学校を目指していきます。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

中丸小だより 
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●水筒持参のお知らせ● 

 本校では熱中症や感染症対策等の一環として、年間

を通して水筒の持参を認めています。 

持参させる場合には、下記の点にご配意ください。 

○水筒には必ず記名(ペットボトル不可)  

○中身は水(氷も可)、お茶など甘くないもの(スポーツ

ドリンクは不可)   

○飲む場合は担任の指示に従うこと  

○衛生管理上、毎日持ち帰ること 

☆水筒は、飲み口部分を含めて 

きれいに洗ってください。 

☆飲み残しは捨て、新しいものに 

入れ替えてください。 

●スクールカウンセラー（SC）が配置されます● 

今年度も月１回、安田 里穂（やすだ りほ）

SC が来校します。お子様のことでご相談があり

ましたら、学校（窓口：校長・教頭・井上・輿水・

担任）までご連絡ください。相談には予約が必要

です。 

＜SC 来校予定日(全 11回)＞ 

5/12(木)(午前)，6/9(木)(午後)，7/7(木)(午前)，

9/15(木)(午前)，9/30(金)(午後)，10/13(木)(午

後)，11/17(木)(午前)， 12/15(木)(午後)，

1/19(木)(午前)， 2/16(木)(午後)，3/13(月)(午

前) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学校応援団の募集について（裏面参照）● 

今年度も学校応援団を募集します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、思うような活動ができないか

も知れませんが、「できる人が、できる時に、無理なく、楽しく」ご支援いただきたいと思います。ご協力い

ただける方は、裏面の申込書にご記入のうえ、中丸小までお持ちいただくか、電話、ＦＡＸ等でご連絡くだ

さい。 

クラスの時間　眼科検診13:30～
埼玉県学力学習状況調査4・5・6年

16 月
球技大会報告会　ｸﾗﾌﾞ①
内科検診な・5・6年13:30～

Yesﾃﾞｰ
全校朝会(6月分)
ﾌﾟｰﾙ清掃

ｸﾗｽの時間　委員会(6月分)
内科検診3･4年13:30～

15 日 31 火

市内球技大会（Ａﾌﾞﾛｯｸ）

球技大会激励会　心臓検診1年
個人面談⑥(B5)
新体力ﾃｽﾄ予備日

令和４年度　５月行事予定表

5

1 日

18 水2 月

17 火

20 金

祝 こどもの日

祝 みどりの日

祝 憲法記念日

4
ふれあいﾃﾞｰ　個人面談①(B5)
学校応援団活動説明会

避難訓練3校時　尿検査2次
PTA会費集金日

木

22 日

21 土

教育相談日

水

19 木火

水

6 金

23 月7 土

24 火

読書ﾀｲﾑ　委員会
教育実習開始(5/9～6/3)

9 月

読書ﾀｲﾑ　宮内中ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部による指導
PTA総会（紙面協議）

Yesﾃﾞｰ

11 水

14 土

12 木

13 金

10 火

8 日

全校朝会　尿検査2次
下校指導

3

30

28 土

月

読書ﾀｲﾑ
内科検診1・2年13:30～

個人面談⑤(B5)　歯科健診9:00～
心臓検診1年予備日

個人面談④(B5)
新体力ﾃｽﾄ②2・4・5年

個人面談③(B5)
新体力ﾃｽﾄ①な・1・3・6年

個人面談②(B5)

29 日

27 金

26 木

25
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                                                              令和４年４月吉日 

 
 中丸小学校保護者・地域の皆様 
                              北本市立中丸小学校長   大竹達也 
                                                   

学校応援団（中丸小サポーター）の募集について 
 

 惜春の候、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。昨年度は、多数の皆様に学校応援団（サポーター）
として、多大なご協力をいただき、ありがとうございました。おかげさまで、安全な環境のもとで、充実し
た教育活動を展開することができました。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度も思うような活動ができないかもしれませんが、 
できる範囲で協力を賜りたく、下記のとおり募集します。 

「できる人が、できる時に、無理なく、楽しく」ご支援いただければ幸いです。 

記 

１ 応援団の主な活動内容 

 

２ 登録について 

（１） ご登録いただける方は、下記申込書にご記入の上５月６日（金）までに担任へご提出ください。 

（２） 登録された方は、ボランティア保険に加入（費用は学校負担）させていただきます。 

（３） 任期は、令和４年５月（保険加入日）～令和５年４月３０日までとします。 

（４） ５月下旬に事前説明会を実施する予定です。 

（５） 登録していただいても活動できないことも想定できます。ご了承ください。 

（６） お問合せは、本校教頭、若しくは主幹教諭までお願いします。 ℡ ５９１－２００６ 

   

 

中丸小 学校応援団申込書                申込日 令和４年  月  日 

 

フリガナ 

氏 名 

 

 

性別 

男・女 

保護者

の方は 

児童氏名            (    年  組) 

住 所 北本市 電話  

 

次のボランティアに協力できます。 

（該当するボランティアの番号を○で囲んでください） ※複数○を付けることも可 

①環境応援団   ②あいさつ応援団  ③図書応援団  ④体力測定応援団   

⑤町探検応援団  ⑥見守り応援団   ⑦クラブ・陸上練習応援団     

⑧その他（ご協力いただける内容                      ） 

 活動内容 活動時期・時間等 

環境応援団 
校地内・学校農園の除草、落葉掃き、 
植木の剪定・伐採、トイレ・階段掃除等 

都合のよい時にお願いします 
樹木伐採時には、連絡します 

あいさつ応援団 登下校時のあいさつ、見守り等 
都合のよい日に都合のよい場所で
お願いします 

図書応援団 図書室の掲示物の作成等 図書担当より連絡します 

体力測定応援団 
新体力テストの測定補助 
立ち幅跳び・上体起こしの測定等 

体育担当より連絡します 
予定：5 月 24 日、25 日（26 日） 

町探検応援団 
町探検等校外行事の引率 
グループについて見守り・補助等 

担当学年より連絡します 

見守り応援団 
低学年の懇談会時、図書室等で保護者を待つ
児童を見守る 

担当より連絡します 

クラブ・ 
陸上練習応援団 

卓球クラブ・バドミントンクラブ、短距離・長距離・幅跳
び・高跳び・ハードル走等の指導補助 

担当より連絡します 

 切 り 取 り 線  
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