
  

 

 

校長 石井 都 

通勤途中に見える富士山は、すっかり雪化粧し、その美しさは、まるで絵画を見ているかのよう 

です。寒さが一段と増してくる師走、一年を締めくくる大事な時期となりました。令和３年のお正 

月に子供たちが心に抱いた「夢や抱負」の進捗状況は、いかがでしょうか。年末を迎えるにあたり、  

この一年を振り返り、自分を見つめ直す機会にしていただくのも良いかと思います。 

さて、魚や野菜、果実等に最も美味しい時期（＝旬）があるように、人間にも事を成すのに最も相応  

 しい時期（＝旬）があります。例えば、「言葉を覚える」「親から自立して身支度を整える」「学力を  

 伸ばす」「人間関係を修練する」「自分の意思で行動する」等は、それぞれの成長段階（＝旬）で必ず 

身に付けるもので、それらを基盤に、生きていくための強さを育まなければなりません。では、人が生  

きていくための強さとは何か…といえば、それは、「やさしさ」であると思います。先日の「ふれあい 

集会」でのこと…縦割り班（１年生から６年生の学年を超えた小グループ）が各教室に集まり、話合い 

をする場面で、リーダーである６年生は、１年生の子供たちにもわかるように、ゆっくり１つ１つ丁寧 

に説明したり、挙手はしていても恥ずかしさから自分の考えを上手く伝えられない下級生の傍にいき、 

話を聞いてあげたり、相手のことをおもいやるその言動は温かく、さすが６年生なのです。 

  小学生のこの時期にやさしい心根を育てるためには、人間の基盤となるさまざまな行為  

を、その成長過程の中で、最も相応しい時期（＝旬）に身に付けさせる必要があります。 

１年生で身に付けさせるべきことは１年生の時に、６年生で身に付けさせるべきことは  

６年生で…「後で」というわけには、なかなか、いかないのです。  

 

『人権週間・世界人権デー』 
１２月４日～１０日は「人権週間」、１０日は「世界人権デー」です。学校では、毎年 

「人権標語」「人権作文」などによる取組を行っています。「人権」とは「世界中の全て 

の人が、生まれながらにしてもっている人間らしく生きる権利」「人間として命が大切に 

され、幸せになるための権利」です。自分の人権を守ることと同様に、自分以外の人の人 

権を尊重することが大切です。日常生活における人権への配慮が「人権感覚」として一人 

一人の児童の態度や行動に表れることが望まれます。 

子供たちには、学校生活の中で人権感覚を育成し、相手の気持ちをおもいやる、やさし 

い心根を育んでいきたいと思います。 

 

『令和３年冬の交通事故防止運動（１２月１日～１４日）』 
◎スローガン  人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県 
日暮れが早くなるこの時期は、下校後の交通事故が心配されます。 

○歩行者は 

・たとえ信号が青でも交差点を広く見渡し、右・左を確認しましょう。 

・道路を渡るときは「止まる」「見る」「待つ」「確かめる」を習慣にしましょう。 

○自転車は 

・「止まれ」の標識がない交差点でも、一時停止をして安全確認しましょう。 

・自転車は左側通行です。子供はヘルメットを着用しましょう。 

☆ 持久走大会では、子供たちへの温かい応援をたくさんいただき、ありがとうございました。 
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令和３年１１月３０日（火）  
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志木市立志木第四小学校 
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○よく考える子 ○思いやりのある子 ○やりぬく子 ○元気な子 

スマホでも左、 

２次元バーコード

からご覧いただけ

ます 

相応しい時期（＝旬） 

皇帝ダリア 
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懇 談 会 
 

12 月３日（金）15:00 ４年・５年・けやき学級  

12 月７日（火）15:00 １年・３年 

12 月８日（水）15:00 ２年・６年 
 

２学期の学習・生活の様子、冬休みの生活等についてお

伝えします。運動会(表現運動)の動画もご覧いただく予定

です。ぜひご参会ください。 

ふれあいギャラリー 

 

 

 

 

 

 

志木四小と志木二中の間の歩行者道路に面したフェンス

に「ふれあいギャラリー」を開設しました。 

子供たちの素晴らしい図工作品（写し）を、約３０m に

渡って歩きながら観賞していただくことができます。 

お近くにいらした際はぜひご覧ください。 

12

日 土

1 生徒指導朝会 2 （月・木日課） 3 学級の時間 4

5 6 （月・木日課） 7 集金日 8 お話朝会 9 （月・木日課） 10 児童集会 11

12 13 （月・木日課） 14 すこやかタイム 15 賞状伝達朝会 16 （月・木日課） 17 児童集会 18

19 20 （月・木日課） 21 （月・木日課） 22 （月・木日課） 23 （月・木日課） 24 12/25
～1/10

冬季休業期間

1/9 10 11 12 （月・木日課） 13 （月・木日課） 14 学級の時間 15

調査（１・２・３年）

(２年・６年)

給食費引き落とし日

14:50下校

11:50下校

給食費引き落とし日

12:20下校

12:20下校

社会科見学（５年）

土・日・祝日および12/29～1/3は学校閉庁日のため、電話連絡等には対応できません。

緊急の場合は志木市教育委員会（志木市役所）へご連絡ください。

〇実施日未定となっていた学校保健委員会は、2/4（金）に志木二小と合同で行います。（会場は志木二小）

４年２組 15:00下校 社会科見学(６年)

懇談会

(１年・３年)

３時間授業 月・木日課４時間 発育測定(1・2・3年) 発育測定(4・5・6年)

12:30下校 12:20下校 11:50下校

成人の日 ３学期始業式 給食開始 志木市学力・学習状況

通学班会議・一斉下校 歯科保健指導（全学年）

月・木日課４時間 月・木日課４時間 月・木日課４時間 月・木日課４時間 ３時間授業

12:20下校

14:15下校

２学期終業式

クラブ・委員会なし 教育相談日 給食最終日

全学年 14:15下校 月・木日課５時間 ５時間授業

３年 ５時間授業 ６年 ５時間授業

他の学級 13:10下校 1～５年 ５時間授業

委員会 集金日（全校） 懇談会 　

10:00もくせい会 市内一斉授業研究会 懇談会

学内研修会 (４年・５年・けやき)

月の行事予定 ※中止・変更となる場合もあります。

〇12/2 市内一斉授業研究会が行われます。研究授業を行う4年2組は15:00、それ以外の学級は13:10下校となります。

月 火 水 木 金

○3 学期の主な行事予定 

※中止・変更となる場合もあります。 

【1 月】 

11 日(火) 3 学期始業式 

13 日(木) 給食開始 5 年社会科見学 

14 日(金) 志木市学力・学習状況調査(1・2・3 年) 

17 日(月) 委員会 

21 日(金) 新 1 年生保護者説明会 

24 日(月) クラブ 

25 日(火) 教育相談日 

31 日(月) クラブ 

【２月】 

4 日(金) 学校保健委員会(志木二小で開催) 

7 日(月) 委員会 

14 日(月) クラブ 

21 日(月) クラブ(最終) 

22 日(火) 教育相談日 

24 日(木) 授業参観・懇談会(6 年) 

25 日(金) 鼓笛引継ぎ式 授業参観・懇談会(5 年) 

28 日(月) 委員会(最終) 

【3 月】 

1 日(火) 授業参観・懇談会(1 年・2 年) 

2 日(水) 授業参観・懇談会(3 年・4 年・けやき) 

7 日(月) 通学班会議・一斉下校 

8 日(火) 6 年生を送る会 

15 日(火) 教育相談日 

17 日(木) 給食最終日 

24 日(木) 卒業証書授与式 

25 日(金) 修了式 


