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草青く 水清し 久下小学校
熊谷市立久下小学校 ‐私たちはムサシトミヨを守りつづけます‐
新緑の美しい季節！

（５月の生活目標）
学習のきまりを守る

５月 行事予定
新緑の美しい季節です。校庭の芽生 １ 木 家庭訪問③
えたばかりの木々の葉は、日々色を変
避難訓練（引渡し訓練）
えていきます。アラカシやケヤキの新 ２ 金 振替休業日（4/26）
緑など、木々によりその色は実に多彩 ３ 土 憲法記念日
です。
４ 日 みどりの日
さて、木はフィトンチッドといわれ ５ 月 こどもの日
る物質を放出しています。フィトンチッドには、人 ６ 火 振替休日
の気持ちをリラックスさせ活力を回復させる効果が ７ 水 家庭訪問④ ｱﾙﾐ缶回収
あることが確認されています。フィトンチッドの効 ８ 木 家庭訪問⑤ 一斉下校
果とあわせ、若葉の間からこぼれ落ちてくるやさし
内科検診（3･4 年） 4 年種まき
い光やさわやかなそよ風を感じ、野鳥のさえずりに ９ 金 ３時間授業 登校指導 安全点検
耳を傾けてみると、いきいきと新鮮な気持ちになっ 10 土
ていきます。ご家族で森林浴をしながら楽しい会話 11 日
を弾ませてください。
12 月 教育実習（～ 23）
－新緑を深めて日増し濃くなりぬ－
13 火 全校朝会 児童委員会
体育館（屋内運動場）建築工事開始！
新体力テスト（～ 22）
いよいよ体育館の建築工事がはじまります。
14 水 ３年人権教室
器具庫
高圧電線の埋設と工事 15 木 内科検診（1･2 年）
車両の出入り口の確保で
６年海浜学校
ミニバス
ミニバス
す。同時に、現在の体育 16 金 眼科検診
コート
コート
ｽﾃｰｼﾞ 館の解体工事と給食車の 17 土 熊谷青年会議所主催土曜授業
出入り口の新設です。学 18 日
校の駐車場は農協跡地と 19 月 児童集会 新体力テスト予備日
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ホール トイレ
なります。
教育実習（～ 6/30）PTA 本部役員会
ﾙｰﾑ
なお、工事用の資材置 20 火 ＪＲＣ加入登録式 プール清掃
き場として、校庭の一部が使われます。子供たちが
尿検査第二次 新体力テスト予備日
運動するための校庭が少し狭くなりますが、工夫し 21 水 尿検査第二次
て校庭を利用していきたいと考えています。
22 木 3･4 年遠足 内科検診（5･6 年 ）
新体育館の広さは今の約１．５倍となります。既存 23 金 開校記念日
のうさぎ小屋、屋外便所、体育小屋は、校庭の西側に 24 土
新設されます。完成は３月中旬となります。完成を楽 25 日
しみにしてください。なお、工事期間中は校内の出入 26 月
り等ご迷惑をお掛けしますがご了承ください。
27 火 5 年林間学校 尿検査第二次予備日
４月８日（火）ご入学 おめでとうございます！
28 水 5 年林間学校 代表委員会
４６名の新１年生を向かえ、児童数 29 木 クラブ③
２８１名となりました。給食もはじま 30 金 市教委･北部教育事務所学校訪問
り、１年生も少しずつ学校生活に慣れ 31 土
てきました。いよいよ本格的な学習がはじまりますので、ご家庭では脳の栄養に
必要な朝ごはんをしっかり食べさせてください。また、過度の甘やかしは子供の
健全育成には悪影響です。子育てにお悩みのときは学校にご相談ください。
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４月８日（火）前期始業式

４月２４日（木）アルミ缶回収

各学年の代表者が前期
たくさんのアルミ缶を回
の学校生活の抱負を述べ
収することができました。
てくれました。子供たち
ご協力ありがとうございま
の学習や生活への意気込
した。アルミ缶の置き場所
みが感じられました。お
が確保できないため、回収
子さんの目標について、 は休止します。
家庭で話し合ってみてください。
４月２４日（木）１年生交通安全教室
４月１０日（木）対面式
熊谷警察署、市役所、交
６年生は、やさしく１
通指導員さんによる交通安
年生の手を引いて体育館
全教室を開催しました。１
に案内してくれました。
年生は横断歩道の渡り方を
１年生からは、「皆さんよ
勉強しました。
ろしくお願いします。」
４月２４日（木）３年生交通安全教室
とあいさつがありました。上級生からは、
「わ
３年生は、自転車の安全
からないことは何でも聞いてください。」と
な乗り方について学びまし
温かい言葉がかけられました。
た。乗るとき・降りるとき
４月１６日（水）１年生給食開始
は、左側・左足、左右・後
給食をおいしそうに食
方確認をしっかり行うこと
べています。早く給食の などを学びました。
時間にならないか楽しみ ４月２５日（金）ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟﾀｲﾑ
にしているようです。食
各学年ごとに運動に取
べ物の好き嫌いがなくな
り組 みまし た。５月１ ３
るようご家庭でも指導をお願いします。
日か ら新体 力テスト が 行
４月１８日（金）離任式
われ るた め 、そ の練 習 が
７人の先生がお別れの
主な 内容 で し た。 ６年 生
言葉を述べてくれました。 は長縄跳びの練習に取り組みました。練習を
久下小学校の「よさ」を 十分に行いコツをつかんで好成績を残して欲
異動して特に感じるとの しいものです。
ことでした。期待されて ４月２６日（土）授業参観・懇談会
いる児童の皆さんは、他の学校に負けないよ
子供たちは緊張して授
うにがんばりましょう。
業を受けていましたが、
４月２１日（月）防犯教室
発表などしっかりできて
埼玉県警察本部非行防止指
いました。板書されたも
導班「あおぞら」の方々から、
のをノートにきちんとま
危険から身を守るための方法
とめていました。復習の
や不審者に対応するための方 際にはノートが大いに役立つと思います。
法を学びました。①一人にな ４月２６日（土）ＰＴＡ総会
らない②知らない人についていかない③大きな声
多くのＰＴＡ会員が参加し
で助けを呼ぶ④誰とどこで何時まで遊ぶか家の人
て総会が開かれました。平成
に話す。ことを約束しました。
２５年度事業並びに活動報告、
４月２３日（水）スクールガード紹介の会
２６年度活動方針等の議事が
登下校でお世話になって
審議されました。２５年度役
いるスクールガードの方々の
員の皆さん、ありがとうござい
顔を覚えてもらうため、紹介 ました。また、新役員のみなさんよろしくお願いします。
の会を開催しました。感謝の なお、資源回収等で得られる予定の収入から新体育館
気持ちをもって大きな声であ のミーティングルームのエアコンを購入したいと考えて
いさつができよう指導しました。
おります。よろしくお願いします。
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