志木小学校だより
学校地域教育目標

令和３年度５月号

明るくあいさつのできる子

思いやりのある子

地域を大切にする子

意欲的に学ぶ子
５／１児童数 ８３７名

あいさつは心を潤す
校長

阿部

剛

１ 子どもたちの安全と心の成長を
子 どもた ちは、 新しい クラス に少し づつ慣 れ、順 調にス ター トいた しま
した。児童の交通安全指導のために、学期はじめに、教職員が立哨指導を
行いました。保護者の皆様から登下校についてお話を伺うこともできまし
た。お子様の通学路と異なる場所での安全指導、中にはお仕事のお忙しい
中、ご都合をつけていただいての立哨指導や旗振り当番活動等に御協力を
いただいております。御協力をいただきありがとうございます。
１ 年生の 交通安 全指導 教室で は、朝 霞警察 署、志 木市役 所の 方、教 育委
員会の方、交通指導員さん達が信号設置等の準備をしていただきました。
子どもたちは「右を見て、左を見て、右を見て、手を上げて」横断歩道を
渡る練習を行いました。朝霞警察署の方からは、「車の速度が速いので、特
に遠くを見て左右の確認をしてください」とのお話をいただきました。
子 ども達 が教師 の話を よく聴 いて一 生懸命 取り組 む姿が 印象 的でし た。
一方で下校時に、学年は不明ですが、「道路に広がって下校する児童の集団
が複数あり、大変危険で心配です。」地域の方が、注意をしたところ、すぐ
に改善できない状況があったそうです。
交 通指導 員さん の会議 では、 児童の 登下校 の様子 につい てお 話をう かが
いました。下を向いて通学している児童がおり、周囲に注意をしながら歩
行することの必要性や児童への注意喚起について助言をいただきました。
また今年の３月くらいに、上級生の児童が時間が少し遅れて登校する時が
あり、交通指導員さんが児童に声をかけたときには、黙って通り過ぎたそ
うです。しかし、横断歩道を渡ると、交通指導員さんの方に振り返り、て
いねいに一礼し、学校に向かったというお話を伺いました。その児童の優
しい気持ちに触れることができ大変感激したそうです。
恥ず かしく て言葉 に出せ ないと きもあると 思いますが、少しの 勇気をも
って行動や態度で相手の人へ自分の気持ちを伝えることができる行動はす
ばらしいです。
２ トラブルや被害にあわないために
保護者の方から、不審者情報の連絡をいただきました。学校では児童へ
注意喚起するとともに安全指導を行いました。引き続き、地域での見守り
と不審な人を見かけたときは、警察、学校への連絡をお願いします。
また、御家庭内では、オンラインゲームなどで見知らぬ人とのつながり
やトラブルが心配されますのでご注意をお願いします。

５月のおもな予定
日

曜日

行事予定

３

月

憲法記念日

４

火

みどりの日

５

水

こどもの日

６

木

７

金

２年内科健診

10

月

５年宿泊学習説明会 心臓検診予備日
放課後学習教室

11

火

2,4,6 年さくら学級耳鼻科検診

12

水

避難訓練 2 校時

13

木

5 時間授業

14

金

2,4,6 年さくら学級眼科検診

17

月

放課後学習教室

18

火

新体力テスト① 尿検査第二次
４,５,6 年埼玉県学力学習状況調査

19

水

新体力テスト② 尿検査予備

20

木

新体力テスト③ クラブ

21

金

1,3,5 年眼科検診 新体力テスト予備日

24

月

委員会紹介（動画）
県 SC 長谷川先生来校日
放課後学習教室

26

水

6 年修学旅行①

27

木

6 年修学旅行② １～５年５時間授業

28

金

個人面談①

31

月

5,6 年プール清掃（予定）
放課後学習教室

1,3,4,5,6 年さくら学級内科健診
委員会

A5 日課 14 時５分下校

６月の主な予定

１日（火）個人面談② A5 日課
２日（水）個人面談③ A５日課
３日（木）6 年全国学力学習状況調査
委員会
4 日（金）個人面談④ A5 日課
７日（月）個人面談⑤ A5 日課
放課後学習教室
８日（火）個人面談⑥ A5 日課
９日（水）5 年宿泊学習～１１日（金）
１０日（木）5 時間授業 給食試食会①
4 年自転車安全教室
１１日（金）給食試食会②
１５日（火）南部教育事務所学校訪問
１７日（木）2,4,6 さくら歯科検診 クラブ
２１日（月）放課後学習教室
２４日（木）1,3,5 年歯科検診 クラブ
２５日（金）1 年生活科見学 5,6 年懇談会
２８日（月）放課後学習教室
２９日（火）3,4 年懇談会
３０日（水）1,2 年懇談会

5 年宿泊学習・説明会
日時
5 月１０日（月）１５時 00 分
場所
体育館
持ち物 参加費（１０，０００円）
現段階で、長野県南牧村周辺での新型コロナ
ウイルスの感染状況から実施できる状況と判
断しています。説明会では感染症対策等につ
いても説明いたします。
よろしくお願いいたします。
埼玉県学力学習状況調査
実施日
5 月１８日（火）
実施学年 4 年,5 年,6 年（国・算・質問紙）
埼玉県学力学習状況調査は、毎年実施し個人の学
習状況を経年で追跡する調査です。「学習した内
容がどの程度定着しているのか」に加え「個人の
学力がどれだけ伸びたのか」という視点で調査し、
子供たちが成長していく姿が見える調査です。ま
た、調査結果を分析して授業に生かしていきます。

6 年修学旅行
日時等 5 月２６日（水）・２７日（木）
２６日（水）学校集合
７時００分
２７日（木）学校到着 １６時３０分
１泊２日で栃木県日光市方面へ行ってきま
す。日光東照宮見学など歴史の学習、男体山
や中禅寺湖周辺の自然を体感してきます。こ
の２日間の通学班に 6 年生はいません。保護
者の皆様の見届け等のご協力をお願いいたし
ます。
県スクールカウンセラー長谷川先生
今年度も長谷川先生が以下の日程で来校され
ます。相談等をご希望の方は事前に学校まで
お知らせください。
・ ５月２４日（月）・ ７月 ９日（金）
・１０月２２日（金）・１２月１０日（金）
・ １月２１日（金）・ 3 月１８日（金）

今年度の水泳の授業について
例年は 4 月中に 1 年生の水着販売を行い、
6 月に水泳の授業を行っていますが、 今年
度は新型コロナウイルス感染症の状況を確認
し万全の感染症対策を講じてから判断する予
定です。
水泳実施の可否については、今しばらくお待
ちくださいます様、お願いいたします

