草加部幼・小学校だより

３月号
令和４年２月２４日

コロナに負けない！
草加部っ子の集会活動
2.2 「１年生集会」
場所はオープンスペース、密を避けるため、6 年生は
２階で参加です。内容は「昔遊び体験」の発表です。6
名一人ずつ、
「こま回し」
「あやとり」
「折り紙」
「おはじき」
「けん玉」を紹介しました。
ＩＣＴを使い実演も交えながらの発表で、各学年も参加する等、見る人の立場を考え
た工夫のある素晴らしい発表でした。
2.16 「体育集会」
感染対策のため、体育館の扉をすべて開けて冷たい風の中、
学年ごとに長縄に挑戦しました。学期ごとに行い記録を取っ
ています。得意、不得意関係なくみんなでチャレンジする姿
は本当に応援したくなります。進行はすべて体育放送委員会
が行いました。子どもたちの声で集まり集会は進み、子ども
たちが片づけます。大きな成長を感じる体育集会でした。
2.17 名物「特技大会」
『文化発信基地』ともいえる本校自慢のオープンス
ペースで行いました。縄跳び、ピアノ、あやとり、九
九発表、作品紹介、漢字クイズ、ものまね、皿回し等、
多くの芸達者や名人、挑戦者が様々な「特技」を見せ
てくれました。今回は何と幼稚園のお友だちも全員参
加！草加部の強みも感じる集会となりました。
集会活動は見る力、聞く力、創る力、話す力、考える
力、判断する力等たくさんの力を身につけることができ
ます。先生を頼ることなく、自分たちで計画し実行に移
すことでさらに力は伸びます。失敗しても、それは貴重
な財産となり、必ず次へつながります。小規模の本校で
は、集会活動は『全校 36 人“学級”授業』です。各学
年の人数は少なくても、1～6 年生の全校の前に立つこ
とができる貴重な教育活動です。失敗しても失敗を失敗と思わせない、あたたかく包
み込む空気があります。
「児童主体の集会活動」は来年度も本校の大切な教育活動です。
コロナ禍で様々な制限はありますが、対策をしながら取り組んでまいります。

枝打ち体験 ２．４
３～６年生が、江田様
の 山 をお 借り して 枝打
ちをしました。子どもた
ち の ため 枝打 ちが でき
る 木 のあ る山 を見 つけ
る と ころ から 大前 昇様
が段取りをしてくださり「枝打ち体験」を実現することができました。地元草加部の
山に入り、枝打ちをする経験は大変貴重です。地域の皆様のご協力で、子どもたちは
安全に貴重な体験学習を重ねることができています。
今回講師としてお世話になった大前昇様、大前彰敏様、福原泰治様、小林芳朗先生、
ありがとうございました。大変お世話になりました。
コミュニティスクールについて
明日２５日（金）夜の学校評議員会（兼：コミュニティスクール準備委員会）で４
月からのスタートに向けて話し合いをしていただきます。決定事項は来月の「草加部
っ子」や校長通信「かがやき」紙面でお伝えします。
見ていただいていますか
校長通信「かがやき」の写真を中心に草加部小学校 HP を更新しています。写真等は
紙面より鮮明に見ていただけると思います。この草加部っ子も掲載しています。よろ
しければご覧になってください。

「令和４年度草加部小学校
１・２年全員集合」
ひぐちえなさん、まつもとじゅんたろ
うくん、ご入学を全児童・教職員で、
楽しみに待っています。
４月の主な行事予定 ※諸事情により変更することがあります。
＜小学校＞ ７日（木）始業式

８日（金）入学式 １１日（月）給食開始 短４

１５日（金）退任式 １９日（火）学力調査
２２日（金）参観日・PTA 総会

２６日（火）～２７日（水）家庭訪問

２８日（木）１年生歓迎遠足（お弁当がいります）
＜幼稚園＞ １１日（月）始業式・入園式

２２日（金）参観日・PTA 総会

２６日（火）～２７日（水）家庭訪問 ２８日（木）春の遠足（お弁当がいります）

ついにきた節分の日。勇気満タン!
幼稚園と小学校に鬼が入れないよ
う、看板とヒイラギを飾り
に行きました。肝心の鬼
のパンツ。どこに置けば
鬼が幼稚園に入らない
か相談し、外の水道の
所に掛けました。さあ、
結果はいかに？

１月末、節分の話が出始
める。自分達の知っている
鬼の情報を話し合いなが
ら、節分の用意開始！

スタート
鬼の手紙を発見!一回休み

力を合わせ鬼のパンツ探し
鬼と戦えるように、手作り
＆鬼退治準備

怖いけど、鬼の様子が気になる子ども
達。勇気を出して、鬼の家探しへ出
発。探険中、田んぼの中に怪しい大
きな足跡発見!!さらに、お寺の広場で
鬼の手紙を発見!!手紙には節分に、
幼稚園に来ると書いてありました…。

鬼退治
作戦会議！
このままでは鬼が
来てしまう！焦っ
た子ども達は『鬼
を来させせないた
めの作戦』を立て
始めました。鬼の
嫌いな物を用意
してはと考え、何
が嫌いか本を調べ、ヒイラギや豆のこと
を知りました。部屋に来させないため、
落とし穴や、ニセ看板作りも考えまし
た。子ども達のイメージから、鬼は綺麗
で良い匂いが苦手ではないかと、良い
匂いの花を飾ることも思いつきました。

節分だ！
さあやるぞ!!

の武器を持って鬼のパン
ツ探しへ。近所の畑の中
に鬼のパンツを発見！大
きくてビックリ!!怖いけど、鬼
を来させないために拾って
帰りました。次の日は、鬼
の落とし穴やだまし看板作
り。しかし、落とし穴に落ちた鬼を
誰が引き上げるか問題が勃発。
落とし穴は一時保留。そこは、先
生達も考えてなかった…。すごい
所に気がついた子ども達。

鬼との闘いも遂に完結！知恵と勇気と優しい心で頑
張った 5 人の気
持ちが鬼に届き、
パンツのお礼の手
紙が置いてありま
した。ほっとした子
ども達。その後は、
自分達の心や体
の中の鬼を、豆ま
きをして退治しました。心の鬼をやっつけた 5 人。素敵
な一年生、年長さんへ向かってラストスパートです！

勇気を出し、優しい心で鬼のために
パンツを探した草加部っ子の勝利！

ヒイラギとろう梅ゲット! ３マス進む
ヒイラギと良い匂いの花探しへ。地域の方に、
庭のヒイラギを頂き、良い匂いの花のことを話
すと、「ろう梅の花が良い匂いで、今、咲
いているよ。」と教えてもらい、咲いてい
る家も紹介してもらいました。ろう梅もゲ
ット！帰って早速、部屋に飾りました。

ゴール!!

給食費集金日のお知らせ
〇 第１０期
〇 第１１期（調整）

ストップ!!鬼からの指令

令和４年２月２８日(月)
令和４年３月３１日(木)

＜３月の行事予定＞※諸事情により変更することがあります。ご了承ください。
行

事

日

曜

１

火

２

水

３

木

身体測定(中学年)

４

金

６年生を送る会 身体測定(低学年)

７

月

８

火

９

水

ALT 司書 ６年歌練習 タブレット持帰日

１０

木

あいさつ運動

１１

金

ＰＴＡ新旧三役会・役員会（18:00～）

１３

日

親子読書の日

１４

月

卒業式全体練習

１５

火

特技大会

１６

水

卒業式全体練習

１７

木

短５【15:00 下校】

身体測定

１８

金

卒業式予行 短４【13:30 下校】

卒業式前日準備

２１

月

２２

幼稚園のテラスに鬼の
髪の毛と手紙が！
「俺がなくしたパンツ
を探してくれれば、
幼稚園に来ないかも」
と書いてありました。
どうする？子ども達。

よろしくお願いします。

火

小

学

校

幼稚園

委員会
民生委員あいさつ運動 身体測定（高学年） ALT
【定時退庁日】
ひな祭り会 集金日

朝礼 夢育全校授業（３時間目 松岡玲さん）

避難訓練

教育相談日
サクソフォンとピアノのコンサート
大掃除週間（～２２日）

お別れ遠足【弁当】

ALT

大掃除
《春分の日》
卒業式全体練習 大掃除 【給食最終日】

卒業式・お別れ会

短４【14:00 下校】１・２・６年生

【給食終了】

短５【15:00 下校】３・４・５年生
２３

水

卒業式 短３【11:40 下校】

２４

木

短３【11:30 下校】

２５

金

修了式 短３【11:30 下校】学年末休業日（～4 月６日）

２８

月

学年末休業日（～4 月６日）

修了式【11:30 降園】

