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～みんなが「あいさつ名人」に～ 
校長 青木  正  

緊急事態宣言の解除により、６月１日から学校が３ヶ月ぶりに再開され、１ヶ月が過ぎようとし

ています。新型コロナウイルス感染症は今も心配されますが、子供たちは、久しぶりに友だちと再

会し、学校生活を楽しんでいます。少しずつ学校のある生活にも慣れてきましたが、心身ともに疲

れが出てきている頃ではないでしょうか。今年は、夏休み中も授業（7 月 21 日から 8 月 6 日及び 8

月 25 日から 8 月 31 日）があります。暑い夏を迎えますが、子供たちには、体調に気をつけて暑さ

に負けずに生活してほしいと願っています。 

 さて、本校では、毎朝の正門でのあいさつのときに「お辞儀をしてみよう」と生徒指導主任が子

供たちに呼びかけています。「おはよう。こんにちは。ありがとう・・・。」など、本校には気持ち

のよいあいさつができる「あいさつ名人」がたくさんいます。あいさつは、とても短い言葉です

が、相手の気分を、一瞬で幸せにできる「魔法のことば」です。実際に、気持ちのよいあいさつを

されると、嬉しい気持ちになります。あいさつをする・しないで、相手の印象が変わります。人か

ら好かれる人や人間関係が良好な人は気持ちのよいあいさつができている人が多く共通していま

す。そして、家族、学校など「人と接する場」において、基本的なマナーとして、とても大切な役

割があります。“あいさつは、相手の存在をちゃんと認めていますよ”というサインです。あいさつ

は『相手の心に近付くための、大切なコミュニケーションの第一歩』なのです。「人間関係をより心

地よく、スムーズにするための円滑油」としての役割も果たします。心地よいあいさつをするため

には、「あいさつ名人」の基本となる「3 つのポイント」があります。『POINT1：相手に伝わる適度

な声のボリューム』『POINT2：相手の目を優しく見る』『POINT3：柔らかい「笑顔」を忘れずに』 

「あいさつ名人」の基本ができるようになったら、さらに「そっと軽く、お辞儀をすること」（「会

釈であれば約 15 度」「お辞儀であれば約 30 度」「より深いお辞儀であれば約 45 度」上体を前に倒

す）を、あいさつに取り入れると相手の印象がさらによくなります。 相手への敬意と品格をもって

あいさつしていることが、より伝わりやすくなります。 家庭においても、家族の一言のあいさつだ

けを聞くだけでも、それぞれの想いや感情、体調、気遣い、愛情など、さまざまな情報を感じとれ

ることができると思います。「おはよう、おやすみなさい」「行ってきます、いってらっしゃい、気

を付けて、ただいま、おかえり」「いただきます、ごちそうさま」など、「家族だから、改めてあい

さつなんて」と思うことなく、家族がお互いに気持ちよいあいさつをすれば、よりよい関係を築い

ていくことができ、友だちや近所の方々にも自然と気持ちのよいあいさつができるようになるのだ

と思います。学校においても、様々な場面であいさつする習慣を身に付け、明るい声と笑顔で、自

分の手の届く世界を、より心地よくしていくために毎日心掛け続けられるようあいさつの大切さを

指導してまいりますので、家庭においても御協力いただきますようお願いいたします。 

もうすぐ夏休みになります。今年は、夏休み中も授業がありますが、限られた期間の中で、目標

を決め、夏休みが始まる前に、したいこと、しなければならないこと、また、それぞれをいつまで

にするかを紙に書き出しておくとよいと思います。また、朝起きたら、1 日何をするかの予定を立て

ると計画的に生活ができます。熱中症予防、新型コロナウイルス感染症予防対策に努めながら、「新

しい日常」の中で子供たちが笑顔で生活できるよう教育活動を教職員一丸となって進めてまいりま

すので、今後も御理解と御協力をお願いいたします。 

       

     黒浜西小学校 
学校だより７･8 月号                 

 
℡ ０４８―７６９－３１６９ 

      
ホームページ ：http://kuronishi.la.coocan.jp/ 

学校教育目標 

○よく考える子 

○思いやりのある子 

○元気な子 
  四季かおる つながり   
安心 活きるまち・蓮田   

http://kuronishi.la.coocan.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 願 い 

7 月 25 日～8 月 6 日、8 月 25 日～31 日の期間は、

登下校時の児童の健康や安全が特に心配されます。1

日の中で一番気温が高くなる 13 時～14 時台の下校は

避けるようにしていますが、保護者の皆様にも児童の

登下校を見守りいただけると助かります。御都合が付

く方は見守りの御協力をお願いします。 

1 日（水） 読書タイム 
 

１日（月） 
簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

2 日（木) チャレンジタイム 
 

2 日（火） 
簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

3 日（金) 
5 時間授業，14:10 下校 

教育支援担当訪問 

 
3 日（水） 

簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

6 日（月） 
お話朝会 

教育相談日 

 
6 日（木） 

簡易給食，特別日課 4 時間 

終業の会，一斉下校 12:20 

7 日（火） 1 年生を迎える会（校庭）  7 日（金） 夏季休業日 

8 日（水） 読書タイム  10 日（月） 山の日 

9 日（木) チャレンジタイム  11 日（火） 

閉庁日 
10 日（金） 

委員会活動 

PTA 本部会 

 
～ 

11 日（土） 
土曜授業,一斉下校 12:00 

埼玉県学力・学習状況調査 

 
18 日（火） 

13 日（月） チャレンジタイム  19･20 日 職員振替休業日 

14 日（火） QU テスト 
 

25 日（火） 
簡易給食，特別日課 5 時間

始業の会，一斉下校 15:00 

15 日（水） 読書タイム 
 

26 日（水） 
簡易給食，特別日課 5 時間 

一斉下校 15:00 

16 日（木） チャレンジタイム 
 

27 日（木） 
簡易給食，特別日課 5 時間 

一斉下校 15:00 

20 日（月） 短学活 
 

28 日（金） 
簡易給食,特別日課 5 時間

一斉下校 15:00 

21 日（火） 短学活 
 

31 日（月） 
簡易給食,5 時間授業 

,一斉下校 15:00 

22 日（水） 給食終了日    

25 日（土） 
土曜授業，学級懇談会 

特別日課 10:50 下校 

 
 

 

27 日（月） 
簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

 
 

 

28 日（火） 
簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

 
 

 

29 日（水) 
簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

 
 

 

30 日（木） 
簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

 
 

 

31 日（金） 
簡易給食，特別日課 4 時間 

一斉下校 12:20 

 
 

 

＜７・８月の生活目標＞ 

今月の生活目標 
身の回りの整理整頓をしよう    

・くつのかかとをそろえよう 

・身支度を整えて話をしないでそうじをしよう 

 

 

＜夏休みの過ごし方のポイント＞ 
1. 具体的な目標を決め、 

それをやり遂げましょう 

2. 夏休み全体と毎日の計画を立てましょう 

3. 毎日、家のお手伝いをしましょう 

4. 読書の習慣をつけましょう 

5. 普段できない体験をしましょう 

6. 体力づくりをしましょう 

7. 自分のことは自分でする 

習慣をつけましょう 


