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新年度を迎えて
校 長

藤 田 成 司

新年度が始まり３週間が経ちました。授業中は落ち着いた雰囲気の中、一生懸命
に学習に取り組む児童の姿が見られるなど、
子どもたちが明るく元気に学校生活を
送っております。保護者や地域の皆様に御理解・御協力いただき、順調に新年度の
スタートがきれたことを大変嬉しく思っているところでございます。
始業式と入学式において、子どもたちに頑張ってもらいたいこと、意識して取り
組んでほしいこととして以下のように「あ・そ・べ」の頑張り目標の話をしました。
あいさつの「あ」については、明るい声、元気な声で挨拶をし、素敵な挨拶ので
きる植水小学校にしていくこと。まず、朝の「おはようございます」と名前を呼ば
れた時の「はい」を意識して頑張るよう伝えました。
掃除の「そ」については、みんなで力を合わせて、掃除を一生懸命頑張って、き
れいな植水小学校をみんなの力で作っていくことを伝えました。
勉強の「べ」については、チャイムが鳴ったら席に着くこと。そして、余計なお
しゃべりはせずに集中して授業に取り組むこと。特に、話は目で聞くということを
意識してほしいと伝えました。
どれも学校生活においては、基本的なことでありますが、これらの当たり前のこ
とを当たり前のように行っていくことは、簡単なようで、なかなか難しい面もあり
ます。４月当初から、取り組んでいるところであり、意識して頑張っている子が多
くいますが、まだまだ上達する余地があるように感じます。今後も引き続き、繰り
返し取り組んでいき、より前進できるよう進めて参りたいと考えております。
さて、植水小学校の子どもたちの素晴らしい面の一つに、低学年の面倒をよくみ
るということが挙げられます。それは、本校で取り組んでいる様々な教育活動の中
で、培われているものなのではないかと思います。例えば、１年生の給食開始の際
には、２年生が１年生の教室まで来て、給食準備の仕方を教えてくれました。片付
けの際には、６年生が牛乳パックの開き方などを丁寧に教えに来てくれました。ま
た、通学班登校の際にも、上級生が１年生の手を引いたり、優しく声をかけて励ま
したりしている姿が多々見られました。このような活動を通して、子どもたちは、
思いやりの心を育んでいくのだろうと感じました。これからも、様々な教育活動を
通して、子どもたちが成長していくことを期待するとともに、今から楽しみでもあ
ります。

５月の行事予定

今月の掲示板

★行事予定は、学年だよりもあわせて御覧ください
日曜

学校行事予定

週

１ 水 即位の日
２ 木 国民の休日
３ 金 憲法記念日
４ 土 みどりの日
５ 日 こどもの日
６ 月 振替休日
７火
８ 水 運動会練習開始 委員会活動②
児童朝会（代委） 尿検査１次
９木
B
歯科健診（えがお、１・３・５年）
運動朝会 運動会全体練習①
10 金 ５時間授業 安全点検日
ＰＴＡ総会 教育相談日 尿検査予備日
11 土 週休日
12 日 週休日
13 月 教育実習生（６／７）
運動会全体練習①予備
14 火
傷病者対応訓練
運動会全体練習② 眼科検診
15 水
クラブ活動②
A
歯科健診（２・４・６年）
16 木
運動会係別打合わせ①
１年みずべの里（弁当日）
17 金 運動会全体練習②予備
内科検診（２・３・５年）

下校時刻
1年 2 年

14:35
14:25
14:35 15:30
14:35

個人面談
今年度は５月３１日から個人面談を実施し
ます。学校と家庭が連携して教育活動を展開
するための有意義な時間としてまいります。
御協力のほど、よろしくお願いいたします。

健康診断・発育測定
現在、お子さんの健康診断や発育測定が行
われております。結果につきましては、各家
庭でも話題にしていただき、治療が必要な場
合は、早急に治療をお願いいたします。

教育相談日
14:35
14:35
14:15
14:35 15:30
14:35

18 土 週休日
19 日 週休日
20 月 児童朝会（集会）

14:35

21 火 音楽朝会 １年みずべの里予備
耳鼻科健診（全学年） クラブなし
22 水
運動会係別打合せ
運動会全体練習③
23 木
心臓検診（１・４年）
運動会全体練習③予備
24 金 運動会前日準備（1〜4 年給食後下校）
尿検査２次
25 土 運動会
26 日 運動会
27 月 振替休業日
講話・生活朝会
28 火
運動会予備日（弁当水筒持参）
29 水 クラブ活動③
５年管弦楽鑑賞教室
30 木
２年町たんけん１回目
31 金 個人面談① ５時間

14:35

本校では、毎月２回程度の教育相談日を
設けております。お子さんの様子で気にな
ることや、心配なことなど、どのようなこ
とでも結構です。お気軽に御相談ください。

お願い
授業参観・懇談会では、徒歩や自転車で
の来校に御協力くださり、感謝申し上げま
す。今後とも御協力よろしくお願いします。
なお、学校には保護者用の駐車場はござい
ません。車やバイク等での来校は御遠慮く
ださい。

14:25
B

14:35 15:30
13:35
15:15

本校では個人情報の保護を目
的に、緊急連絡網は作成してお
りません。安心メールを活用し
て緊急の連絡等をさせていただ
いておりますので、安心メール
に御登録くださいますようお願
いいたします。

登録は
こちら

14:35
A

14:15
14:35 15:30
14:35

運動会での幼童競走へのお誘い

安全な登下校のために
５月に入り、田んぼに水を入れる季節となり
ました。また、用水路への水の引き込みも始ま
り、水深が増してきます。水への注意と合わせ、
田んぼへのいたずらについても、絶対にしない
ように家庭でも指導をお願いいたします。

本校では、学校の様子を来年度の新入生や保護者の方に知っていただくため、今年度も運動会で『幼童競走』
を実施します。下記の要領で参加を受け付けますので、奮って御参加ください。
【日
時】令和元年５月２５日（土）１１時００分ごろ
予備日２８日（火）
【対
象】植水小学校区にお住まいの令和２年度に新１年生になるお子さん
【参加方法】①正門付近のテントにて受付をしてください。
②競技開始の２つ前の種目の終了までに、入場門付近にお越しください。
③お子さんは競技後、退場門にそのまま退場しますので、退場門付近でお待ちください。
④お子さんが退場してきました時点でお子さんをお引き取りください。

入学式

１年生を迎える会

４月８日（月）に６６名の１年生を迎え入学
式を挙行しました。入学式には、５年生と６年
生の児童が参加し、お祝いの言葉を発表してく
れました。

４月１１日（木）に体育館で１年生を迎える会
を行いました。２年生から手作りのペンダントを
もらい喜ぶ１年生の姿が印象的でした。１年生も
植水小児童の仲間入りをしました。

交通安全教室

避難訓練

４月１２日（金）に大宮西警察署の方を講師
に迎え、交通安全教室を行いました。１年生が
横断歩道の渡り方、３年生が自転車の乗り方を
学びました。

1 年給食開始

４月１５日（月）に給食室からの火災発生を
想定した避難訓練を実施しました。消火器の使
い方を学んだ後、２・４・６年生、えがお学級
は、煙体験も行いました。

４月１７日（水）から１年生の給食が始まりました。植水小学校で
は、２年生が手の洗い方など給食の準備の仕方を教え、６年生が牛乳
パックのたたみ方など給食の片付けの仕方を教えています。２年生も
６年生もやさしく教えてくれていました。

G・S タイム

昨年度から始まった G・S タイムですが、今年度は月・金曜日の朝の時間に実
施します。月曜日はテレビ放送を使って全校で一緒に取り組む計画を立てていま
す。それ以外の時間は、それまで学習してきた内容について反復練習などを学級
担任と行っていきます。

３年 リコーダー講習

４年自転車免許講習

４月２２日（月）に３年生はリコーダー講習
会を受けました。様々なリコーダーを見せてい
ただいたりしながら、楽しくリコーダーの吹き
方を学ぶことができました。

４月２３日（火）に４年生対象の自転車免許講習
を行いました。当日は、大宮西警察の方や、西区内
の交通指導員さんなど多くの方の御指導をいただ
きながら自転車の正しい乗り方を学びました。

1 年学校たんけん

1 年グリーンピースのさやむき

４月２４日（水）に 1 年生が「学校たんけん」
を行いました。植水小学校にはいろんな教室があ
ることに驚いていました。また、職員室にも来ま
したが、きちんと挨拶をしてマナーよくたんけん
できました。

４月２５日（木）に１年生がグリーンピースのさ
やむきに挑戦しました。沼尻栄養教諭や調理員さ
んに教えてもらいながら上手にむくことができま
した。そのグリーンピースを全校児童が給食でお
いしくいただきました。

