
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【学校教育目標】 
○やさしく  （徳） 

○かしこく  （知） 

○たくましく （体） 

 

 学校経営方針 「明るく 元気に 爽やかに すべての対応を親身になって丁寧に」 
令和４年７月１９日  

第１４号 

【５年生】 『絆を深めた宿泊学習』 埼玉県立小川げんきプラザ（６／２６・２７） 

【スローガン】 安全にすごすために、協力して楽しく学ぼう  

季節外れの猛暑の中、６月２６日，２７日、埼玉県立小川げんきプラザへ行ってきました。 

たくさんの活動を一丸となって行い、学年の絆が深まった、とても充実した 2日間になりました。 

【６月２６日（１日目）】 午前中「クリエイティブウォーク」を行いました。熱中症対策のため、時 

間を短縮しましたが、子供たちは自分たちで決めたコースを臨機応変に変えながら、時刻を守って 

活動を楽しんでいました。汗を流しながら山道を登った後の、頂上から見る景色が最高だったそう 

です。夕方に行ったキャンプファイヤーは、宿泊学習での一番の思い出として多くの子供たちの 

心に残ったようです。火の妖精ノームが登場してワクワク感が高まりました。火の神 

から「友情」「希望」「努力」「健康」、４つの火をいただきました。輪になって歌ったり、 

踊ったりするなど、火に照らされる子供たちの顔がとても生き生きと輝いていました。 

【６月２７日（２日目）】 野外炊事でカレー作りをしました。事前にご家庭で練習をしてきていただ 

いたおかげで、クッキング担当の子供たちはピーラーや包丁の使い方も安全に、自信をもって材 

料を切り分けていました。火起こしの担当の子供たちも、暑い中、火の番をしたりカレーをかき混ぜ 

たりするなど、頼もしい姿が見られました。部屋の片付けも、「来た時よりも美しく」 

を合言葉に、みんなで協力し合って清掃をすることができました。 

 保護者の皆様と離れて過ごしたこの２日間は、緊張もあったと思い 

ますが、子供たちは、“時を守り、場を清め、礼を正して”活動するこ 

とができました。やるときはやる、そのような態度に成長を感じました。 

そして何より、友達との絆をより深めることができたことは、子供たちに 

とって大切な経験になったのではないかと思います。改めて、保護者 

の皆様のご協力に感謝いたします。（文：第５学年主任） 

【南小の取組が、新聞の全国版に！】  
 ７月１３日（水）付け 

の読売新聞（全国版） 

に、本校の学力向上 

に向けて実施してい 

る取組が紹介されま 

した。後日、同新聞の 

埼玉県版で、本校の 

５・６年生を中心とした 

「読解力の向上」を目 

指した取組のさらに 

詳細な内容が紹介さ 

れる予定です。 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

【南っ子・ほのぼの俳句】テーマ『夏』 
夏の気配を感じる立夏

り っ か

から、梅雨も明け、早くも夏本番。

季節は、小暑
し ょ う し ょ

から大暑
た い し ょ

に。『南っ子・ほのぼの俳句』。テーマ

は『夏』。今回から２年生も俳句作りにチャレンジ。指を折りな

がら、言葉に思いを乗せている姿がとても微笑ましいです。

今回も残念ながら、紙面の都合でほんの一部ですが、南っ子

たちの素敵な「言の葉」の世界をお楽しみください。 

❏ かたつむり ゆっくりゆっくり さんぽする（２年・ＡＹ） 

❏ 水たまり ばしゃばしゃとおる かっぱきて（２年・ＨＹ） 

❏ カエルさん たのしい雨の日 おんがくたい（２年・ＭＨ） 

❏ カタツムリ のっそりのっそり たのしそう（２年・ＭＦ） 

❏ 星の下 風に流れる ささかざり（４年・ＹＴ） 

❏ 七夕に 家族とながめる 天の川（４年・ＭＭ） 

❏ アルタイル 今日も切なく 光ってる（４年・ＫＵ） 

❏ おりひめと ひこ星会える 天の川（４年・ＹＮ） 

❏ ほたるがり 川の近くで きらきらと（４年・ＫＳ） 

❏ 天の川 ねがいごとしよ たんざくに（４年・ＩＭ） 

❏ ヒュードッカン 夜空に広がる レインボー（５年・ＫＳ） 

❏ せみたちが 木に同化する かくれんぼ（５年・ＭＴ）

❏ 思い出の 光る海と 白い貝（５年・ＴＫ） 

❏ 花火見て かぞくのえがお まんかいに（５年・ＭＹ） 

❏ 甲子園 汗が輝く 球児たち（５年・ＨＴ） 

❏ 打ち上げだ なな色花火の ショータイム（５年・ＵＫ） 

❏ きれいだな まるでサファイア 青空が（５年・ＭＡ） 

❏ さしたかさ 雨ふるなかに はなばたけ（５年・ＡＫ） 

❏ 目をかくし どこにあるのか スイカわり（５年・ＦＡ）

❏ かき氷 パクっと食べて 頭キーン（５年・ＹＲ） 

❏ 天の川 別れを惜しむ 酒涙雨（６年・ＳＡ） 

❏ 暑い夏 かたてにアイス うちわふる（６年・ＳＳ） 

❏ 日が照らし 汗が光し 三伏よ（６年・ＳＡ） 

❏ 小暑なり 風鈴ゆれる 夏の風（６年・ＳＭ） 

❏ 青梅雨が 終わりに近づき 小暑かな（６年・ＨＲ） 

❏ 大暑かな 花咲きほこり 光けり（６年・ＩＡ） 

❏ 夏めく日 朝日が差して 朝曇り（６年・ＯＫ） 

❏ 昼長く 夏の真ん中 夏至の空（６年・ＮＳ） 

❏ 向日葵に 麦わら帽子 大暑かな（６年・ＦＴ） 

❏ 花光る 芒種近づき 梅雨がくる（６年・ＳＭ） 

❏ 咲きほこれ 日に向く花よ 大暑にて（６年・ＦＨ） 

❏ ひまわりが たかくせくらべ 大暑かな（６年・ＯＡ） 

 

  

人類史上最も偉大な発明とも言われる「言葉」。緑が萌える

季節だけに「言の葉」の字を当てたくなる。授業参観で、保護者

の方々に硬筆展とともに『南っ子・ほのぼの俳句』もご覧いただ

いた。言葉に思いを乗せて相手に届ける五・七・五の十七文字

は、思いの結晶。南小は俳句の創作も含め、「言語能力の確

実な育成」を教育指導の大きな重点としている。大切な「言語

環境の整備」と「言語活動の充実」の二本柱。言葉は扱いを

誤れば、鋭利な凶器にもなる。学校教育・家庭教育・社会教

育、全ての教育活動を通して「言葉の力」を大切にした「豊かな

心の教育」を推進していきたい。／「やまとうたは、人の心を種とし

て、よろづの言の葉とぞなれりける」 （『古今和歌集 仮名序』） 

【賞状伝達朝会『南っ子たちの努力の成果！』】 
 埼玉県硬筆中央展覧会 特選賞  

１年 □□ □□ ・ ５年 □□ □□ ・ ６年 □□ □□    

 埼玉県硬筆中央展覧会 優良賞  

２年 □□ □□ ・ ３年 □□ □□ 

 坂戸地区硬筆審査会 特選賞  

１年 □□ □□ ・ １年 □□ □□ ・ ２年 □□ □□ 

３年 □□ □□ ・ ４年 □□ □□ ・ ４年 □□ □□ 

４年 □□ □□ ・ ５年 □□ □□ 

６年 □□ □□ ・ ６年 □□ □□ 

 坂戸地区硬筆審査会 優良賞  

１年 □□ □□ ・ １年 □□ □□ ・ １年 □□ □□ 

２年 □□ □□ ・ ２年 □□ □□ ・ ３年 □□ □□ 

３年 □□ □□ ・ ３年 □□ □□ ・ ３年 □□ □□ 

４年 □□ □□ ・ ４年 □□ □□（くすのき） 

４年 □□ □□（さくら） ・ ４年 □□ □□（さくら） 

５年 □□ □□ ・ ５年 □□ □□ ・ ６年 □□ □□ 

 歯の健康フェア児童画展 金賞  

１年 □□ □□ ・ １年 □□ □□   

 南小学校 ・ 第１回 べストさかろんノート賞  

３年 □□ □□ ・ ３年 □□ □□ ・ ３年 □□ □□ 

４年 □□ □□ ・ ４年 □□ □□ ・ ５年 □□ □□ 

５年 □□ □□ ・ ６年 □□ □□ ・ ６年 □□ □□  


