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★雨の日の過ごし方を工夫しよう

学 校 教 育 目 標
かしこく やさしく たくましく

梅雨の季節、雨で外遊びができない日もあります。学級で遊び方を考えることで、
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決まりを守った過ごし方ができるようにするとともに、いつもと違った友達とのかか
わりをもつ機会となるようにしましょう。

最上級生が輝く
－「自分から」－
校長

≪教科書展示会のお知らせ≫
しかま

さとし

鹿間

聡

平成２９年度の教科書展示会が下記のとおり開催されます。小・中学校の様々な教科書が展示
されています。実際に手に取り、御覧いただけますので、ぜひ足をお運びください。
○会

場

春日部教科書センター（春日部市立春日部中学校内）
電話：０４８－７６１－２２５３
６月１６日（金）～７月１日（土） （日曜日は開催しておりません）
９：３０～１６：３０
土曜日は、１２：３０まで

上沖小の中庭にあるピアノ池の睡蓮が、見事な花を咲かせています。明日、本校
○日 時
を会場にして市内陸上大会が開かれます。４年生以上の児童全員でスタートした練
習は、体力向上はもちろん、みんなで協力し合い団結力を高めること、そして、何
より進んで取り組む意欲や根気強く努力する態度を育てることをめざしています。
≪交 通 安 全 教 室≫
６年生にとって最後の大会となりますが、悔いのないよう全力で大会に挑んでほし
５月１５日（月）、春日部警察署・市役所暮らし安全課・交通指導員さんの御指導のもと、１年
いです。
生・３年生を対象にした交通安全教室を実施しました。横断歩道の渡り方、自転車の乗り方、交通
さて、６月の全校朝会では、その最上級生である６年生についてお話ししました。 ルールなどについて、模擬道路を使って実践的な学習を行いました。１年生は、「右よし、左よし、

【６月全校朝会での校長講話（一部）】
５月２日の児童集会で、委員会の委員長と代表委員の自己紹介がありました。
全員が素晴らしい自己紹介で、上沖小のリーダーとして堂々たる態度でした。

右よし。」と声に出し、真っすぐ手を挙げて横断歩道を渡る練習をしました。３年生は、自転車に
乗る前の合言葉「ブ・タ・ベル・サ・ハ・ラ」（ブレーキ・タイヤ・ベル・サドル・ハンドル・反
射材・ライトの点検）と「３つの左」（左から乗る・左側通行・左側に降りる）について教えてい
ただきました。学習したことをしっかりと守り、安全に事故なく過ごせるよう願っています。

先週の音楽朝会でも、発表者の６年生から「私たち６年生についてきてくださ
い。」という力強い言葉がありました。みなさん、素晴らしいところがいっぱい
の６年生のよいところを、お手本にしてください。人前で堂々と自分のことを
話せることもですが、６年生のように、自分から進んで考え、進んで行動でき
るようになってください。
最上級生が自覚と責任、上沖小の誇りをもって行動する。そして、下級生がそれ
をお手本としてよい行動を引き継いでいく。これは長く続く上沖小の伝統です。ま
た、「自分から」は、あいさつだけでなく、「自分から勉強する。」「自分から運動す
る。」「自分から友達に優しくする。」などいろんな場面で発揮できます。「自分から」
進んで意欲的に取り組むことで、さらに自分を伸ばしていくことができます。
これからも、最上級生をお手本として、「自分から」進んでいろいろなことに児童
ががんばれるよう全職員で支援・指導してまいります。御家庭におかれましても、
励ましの言葉がけなど御支援をよろしくお願いいたします。

≪引き渡し訓練≫
御協力ありがとうございました
雨天のため、教室での引き渡しとなりましたが、保護者の皆
様に御協力をいただき、大きな混乱もなく無事に訓練を終える
ことができました。実際に災害が発生した場合は、全員の保護
の皆様に引き取りをお願いすることになります。御家庭でお迎
えのルール等を話題にしていただければ幸いです。

≪市内陸上大会のお知らせ≫
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29 日 （木）
30 日 （金）

行

事

予

定

計算タイム 市内小学校陸上大会（上沖小学校） 硬筆選手練習（～１３日）
運動タイム （陸上大会予備日）
…………… 市民陸上大会（大沼運動公園） おやじの会 ……………
………………… ６月第１日曜日「県民スポーツの日」 ………………
国語タイム 校内硬筆展公開（～７日まで）
読書タイム 緑のオリエンテーリング 避難訓練
プール掃除
児童集会（いい歯ぴかぴか集会） 委員会活動
防犯教室（３校時１～３年 ４校時４～６年）
計算タイム ４年消防署見学 ５時間授業（14：45 下校）
運動タイム ４年ライオン歯磨き大会 市内特別支援学級合同学習会
三行詩募集締め切り
………………… 小学生ドッジボール大会 ………………………………
………………… 小学生ドッジボール大会 ………………………………
国語タイム お話の会（７･８組） プール開き（１・２・６年）
４年アイマスク体験 校外指導部連絡協議会 PTA 第２回全体委員会
読書タイム のびのびタイム プール開き（３・４・５年 ７･８組）
学校評議員会
硬筆選手練習最終日
音楽朝会 クラブ活動 卒業対策委員会
計算タイム ２年ザリガニつり ４年アイマスク体験
ベルマーク回収
計算タイム
児童育成懇談会
……………… 市内硬筆展（ふれあいキューブ） 9:00 ～ 16:00 ………
……………… 市内硬筆展（ふれあいキューブ） 9:00 ～ 16:00 ………
国語タイム 一斉下校（15:20 下校） PTA 資源回収
読書タイム のびのびタイム ３年おなか元気教室
児童集会 授業参観・学級懇談（高学年）
計算タイム
授業参観・学級懇談（低学年）
運動タイム
授業参観・学級懇談（中学年、７･８組）
………… 硬筆中央展（越谷市立桜井南小学校）9:00 ～ 16:00 ………
………… 硬筆中央展（越谷市立桜井南小学校）9:00 ～ 16:00 ………
国語タイム お話の会（７･８組）
読書タイム のびのびタイム
学級活動 委員会活動（１学期最終）
計算タイム
運動タイム 愛校の日 教育相談日

６月１日（木）会場 上沖小学校

９：００開会式
９：３０競技開始予定

≪参加校：宮川小・八木崎小・豊春小・立野小・内牧小・上沖小≫
☆トラック競技
☆フィールド競技
・１００ｍ予選
９：３０
・走り高跳び決勝
９：３０
（５年女子→５年男子→６年女子→６年男子）
女子 → 男子
・８０ｍ H 予選
１０：００
・走り幅跳び決勝
９：３０
（５年女子→５年男子→６年女子→６年男子）
女子 → 男子
・１０００ｍ決勝
１０：３０
・ボール投げ決勝
１１：３０
（５年女子→５年男子→６年女子→６年男子）
女子 → 男子
・昼食休憩
（１２：００～１３：００）
・１００ｍ決勝
１３：３０
※競技開始時刻は進行状況により
（５年女子→５年男子→６年女子→６年男子）
・８０ｍ H 決勝
１３：４５
（５年女子→５年男子→６年女子→６年男子）
・４００ｍリレー
１４：００
（５年女子→５年男子→６年女子→６年男子）
リレーは１レース３チームのタイムレース
≪保護者の皆様へ≫

前後することがあります。

５年生・６年生の代表選手が出場します。４月より、真剣に練習に取り組み、体力を高め記録を伸ばしてき
ました。練習の成果が発揮できるよう熱い声援とともに、大会がスムーズに進行できますよう、御協力をお願
いいたします。
○ 当日は自動車での来校は御遠慮ください。 また、近隣への迷惑となりますので、会場周辺の道路や商店
等の駐車場に車を停めないようお願いいたします。
○ 保護者の駐輪場は、正門を入って左側のフェンス沿いに用意してあります。また、校内では、自転車を押
して御移動ください。
○ 保護者用トイレは、管理棟２階（理科室前）を御利用ください。体育館トイレは児童のみ使用となります。

今月のボランティア活動
◯花ボランティア（毎週金曜日）
9:00-1２:00の御都合のよい時間
◯図書ボランティア（毎週金曜日）10:３0-12:00
～ボランティアは随時受け付けております。～

１２日（月）校外指導部連絡協議会
１２日（月）第２回全体委員会
１５日（木）ベルマーク回収
１９日（月）資源回収日

≪樹木の薬剤散布について≫

６月１７日（土）午前６時～７時１５分

樹木の害虫駆除のため、下記の日程で薬剤散布を実施します。作業中、皆様には御迷惑をおかけ
しますが、御協力をお願いします。少雨の場合は決行しますが、雨天の場合は、中止となります。

