
              

 

 

 

 

  

 

 

 

宗三小あいさつレベルアップ大作戦 

  

本校に着任し、２ヶ月ほど過ぎ、皆様の温かい

ご支援により、授業や行事などに力を注ぎこめる

環境となってまいりました。今こそ、子供達、教

職員、保護者の皆様、地域の皆様が「つながり」、

本校が成長し、関わる全ての人々と「笑顔の輪」

を「広げる」絶好のチャンスが到来したと感じて

います。このチャンスを逃さず、一気に本校を前

進させるために、実行できることは何か･･･と、し

ばらく知恵を絞りました。そして、考えた案を先

月の学校朝会で子供達、教職員に以下のように話

しをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この朝会終了後、すぐに教職員が「おっ、今の

あいさつは、レベル４だね」と子供達の頑張りを 

認め、声をかけ始めると、自分の頑張りも褒めて

もらいたいと、子供達の明るく元気なあいさつの

声が聞こえてきました。朝会後、交通指導やパト

ロールの方にも作戦の内容をお伝えすると、早速、

登下校で子供達に声かけの、ご協力をいただくこ

とができました。この取組を学校、家庭、地域で

進め、子供達がレベル５を目指し、あいさつで人

とつながる体験を重ね、誇りを持って地域に貢献

できる人へと成長していけることを願っています。       

保護者の皆様、地域の皆様にも「宗三小あいさつ

レベルアップ大作戦」に参加していただき、子供

達を応援していただけますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
学校教育目標   

○よく考える子ども 

○思いやりのある子ども 

○たくましい子ども 

 

 

 
平成３０年度  

志木市立宗岡第三小学校 

児童数３３２名 (７月１日現在） 

住所 志木市下宗岡 1-15-30 

電話０４８－４７１－２２４４ 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www. mune3syo.ed.jp 

 

７月号 

「つながる・広がる・笑顔の輪」 

校 長 福沢 仁恵 

                  

 

  

 

 

                         教頭  富沢 育就 

校長先生が１ヶ月、この学校で過ごし、こ

の学校が大好きになりました。今、この学校

をもっと良い学校にしたいと思っています。そ

こで、ある作戦を考えました。それは「宗三

小あいさつレベルアップ大作戦」です。今か

らレベル１からレベル５までのあいさつの例

を見せます。みんなが今のレベルよりも、１つ

でも上のレベルに挑戦し、「宗三小は、あい

さつができる素晴らしい学校だ」と地域の方

に認めてもらえるように頑張ってほしいで

す。 

 

 

 

レベル５ 地域の方にも自分から 

レベル４ 相手より先に自分から 

レベル３ 相手に届く大きな声で 

レベル２ 相手の心に届くように 

レベル１ 目で見て笑顔で 

 

http://www/


                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
文月（ふみづき） ＜７月学校行事等予定＞  Ｊｕｌｙ 
＊１学期のあいさつ目標「元気にあいさつをしましょう」 

＊６・７月の生活目標「けがのない毎日を過ごしましょう」 

重点  ろう下は静かに歩きましょう 
 

日 曜日 行  事  予  定 

１ 日  

２ 月 読書タイム 全校朝会 

３ 火 三校合同引取訓練 

４ 水 

給食集金日 

授業参観・懇談会５・６年 

情報モラル教育講演会 14:00（５，６年） 

５ 木 
授業参観・懇談会１・２年    

クラブなし ４～６年５時間授業 

６ 金 
アスリートタイム 

授業参観懇談会 ３・４年 

７ 土  

８ 日  

９ 月 読書タイム 

10 火 遊びの玉手箱⑥     教育相談日  

11 水 音楽朝会（６年）8:30 

12 木 着衣泳（１年・３年）  クラブ活動 

13 金 アスリートタイム  着衣泳予備 

14 土  

15 日  

16 月 祝 海の日 

17 火 
水泳記録会 

特別日課５時間 14:15 下校 給食終了 

18 水 
短縮日課４時間 12:15 下校 

記録会予備日① 

19 木 
短縮日課４時間 12:15 下校 

記録会予備日②  学校保健委員会 

20 金 
１学期終業式 

通常日課３時間 12:00 下校 

21 土 敷島神社お祭り 

22 日 敷島神社お祭り 

23 月  

24 火 水泳指導① 水泳教室① 個人面談① 

25 水  

26 木 水泳指導② 水泳教室② 個人面談② 

27 金 水泳指導③ 水泳教室③ 個人面談③ 

28 土  

29 日  

30 月 水泳指導④ 水泳教室④ 個人面談④ 

31 火 水泳指導⑤ 水泳教室⑤ 個人面談⑤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修学旅行  
  

 ６月７日から８日までの２

日間、６年生が、修学旅行
で栃木県日光方面に行って
きました。天候にも恵まれ、

予定の行程をすべて行うこ
とできました。改修したての
東照宮を見学することがで

きた６年生は、感動と友達と
の絆を思い出として持ち帰
りました。 

 
引き渡し訓練 ７月３日（火）14：25～15：00 
 
災害発生等に備え、安全で確実に児童を保護者

又は代理人に引き渡すことができるようにするた
め、訓練を実施します。14:15 のメール配信の内
容を確認された後、学校にお越しください。 
今年度は、校庭での引き渡しとなります。ご多

用とは存じますが、ご都合をつけて来校をお願い
します。詳細は、配布物（手紙）でご確認くださ
い。保護者が来られない場合は、引き渡しカード
に記載した代理人（親族、友人の保護者等）の方
に事前に連絡し、確実に引き取っていただくよう
にお願いします。尚、引き取りの訓練ですので、
何方か来られるまで学校でお預かりしています。 

宗三小 ６月の こどもたちの活躍   

 〈８・９月の主な学校行事等予定〉 
 

８月１日(水) 水泳指導⑥検定日 個人面談⑥ 

１３日(月)～１５日(水)閉庁日  

２６日(日) ＦＦＣイベント 

２９日(水) ２学期始業式 一斉下校 12:15～ 

３０日(木) 短縮日課４時間  

発育測定５・６年生 12:15 頃下校 

３１日(金) 特別日課５時間 給食開始  

発育測定３・４年生 14:15頃下校 

９月３日(月) 通常日課開始  

発育測定１・２年生 

  ５日(水) 給食集金日 運動会全校練習 

  ６日(木) 委員会活動 

７日(金) 運動会全校練習 

１２日(水) 運動会全校練習 

１４日(金) 運動会全校練習 

１９日(金) 運動会全校練習 

２１日(金) 運動会全校練習 前日準備 

２２日(土) 第４２回秋季大運動会  

２３日(日) 運動会予備日① 

２６日(水) 運動会予備日② 

 ２８日(金) 振替休業日 

 

 

 

☆授業参観・懇談会☆ 
 

 
７月４日（水）教育講演会・懇談会 ５・６年生 

５日（木）授業参観 ・懇談会 １・２年生 
 ６日（金）授業参観 ・懇談会 ３・４年生 
 
当日は暑くなることが予想されます。エアコンをつ

けている場合、出入り口を閉めて授業をしますので、
教室の中に入っての参観にご協力ください。 
懇談会では１学期の学校生活の様子や夏季休業

中のお話をさせていただきます。 

２年生音楽発表会  
  

 ６月１３日に音楽朝会があ
りました。日ごろの練習の成
果を十分に発揮して、素晴

らしい演奏を披露してくれま
した。元気よく大きな口を開
けて声高らかに歌っている

姿に感動しました。また、合
奏ではシンコペッドクロックを
上手に演奏しました。 


